
施策コード 事業名称 部局名 所属名 シート区分 ページ

11111 母子保健育児支援事業 保健福祉部 健康づくり推進課 シートB 2

11111 幼児健康診査事業 保健福祉部 健康づくり推進課 シートB 4

11111 小児慢性特定疾病・育成・養育医療費等給付事業（小児慢性特定疾病対策事業） 保健福祉部 健康づくり推進課 シートB 6

11111 小児慢性特定疾病・育成・養育医療費等給付事業（育成医療費給付事業） 保健福祉部 健康づくり推進課 シートB 8

11111 小児慢性特定疾病・育成・養育医療費等給付事業（未熟児養育医療費給付事業） 保健福祉部 健康づくり推進課 シートB 10

11221 妊婦・乳児健康診査事業 保健福祉部 健康づくり推進課 シートB 12

11221 妊娠・出産支援事業（子育て世代包括支援センター事業） 保健福祉部 健康づくり推進課 シートB 14

11221 妊娠・出産支援事業（産前・産後サポート事業） 保健福祉部 健康づくり推進課 シートB 16

11221 妊娠・出産支援事業（母子保健に関する健康教室） 保健福祉部 健康づくり推進課 シートB 18

11221 妊娠・出産支援事業（こんにちは赤ちゃん訪問・母子訪問事業） 保健福祉部 健康づくり推進課 シートB 20

11221 不妊治療費助成事業 保健福祉部 健康づくり推進課 シートB 22

12111 高齢者健康づくり支援事業 保健福祉部 健康づくり推進課 シートB 24

13111 生涯健康づくり推進事業 保健福祉部 健康づくり推進課 シートB 26

13111 ドナー制度普及啓発事業 保健福祉部 健康づくり推進課 シートA 28

13112 食育推進事業 保健福祉部 健康づくり推進課 シートB 29

13121 がん対策事業（がん検診） 保健福祉部 健康づくり推進課 シートB 31

13121 がん対策事業（中学２年生へのピロリ菌検査） 保健福祉部 健康づくり推進課 シートB 33

13121 18歳からの健診事業 保健福祉部 健康づくり推進課 シートB 35

13121 生活保護受給者への健診事業 保健福祉部 健康づくり推進課 シートA 37

13121 歯科保健事業（子どものための歯科相談） 保健福祉部 健康づくり推進課 シートB 38

13121 歯科保健事業（８０２０すこやか歯科健診） 保健福祉部 健康づくり推進課 シートB 40

13121 歯科保健事業（個別妊婦歯科健康診査） 保健福祉部 健康づくり推進課 シートB 42

13121 歯科保健事業（節目歯周病検診） 保健福祉部 健康づくり推進課 シートB 44

13121 歯科保健事業（松山市歯科医師会歯科保健推進事業補助金） 保健福祉部 健康づくり推進課 シートB 46

事務事業一覧表
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＢ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主査 保健師

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主査 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

11111 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

昭和 55 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

↑

2 2

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 母子健診担当 911-1823

白石　浩人 渡部　将康

金指　巖 行本　孝子 徳田　智子 佐伯　佑子

事務事業名
（施策コード） 母子保健育児支援事業

1-3:自治事務（努力規
定あり）

7:その他

行本　孝子 徳田　智子 品部　友佳梨

令和元年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 母子健診担当 911-1823

松原　ゆき

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

212

個別プログラム 笑顔を育むプログラム

政策 地域全体で子育てを支える社会をつくる 重点プロジェクト 出会いから子どもの成長まで「つながる未来を応援するまちづくり」プロジェクト

施策 子育て環境の充実と整備 主な取り組み 安心して出産・子育てができる環境の整備

主な取り組み 子育て支援の充実

市長公約 112

子育て環境を充実し、子どもたちの未来を応援する松山をつくります

取り組みの柱 子どもの健康管理の推進
中学生までの医療費の無料化を実現します。また、子育て世代包括支援センターの充実や産後ケアの推
進、小児救急医療体制の堅持など、安心して出産や子育てができる環境を整えます。

総合戦略 2241

②つながる未来を応援する（少子化対策）

取組み
①育児の困難さを感じている保護者に、関わり方の助言を行う教室の開催に取
り組みます。また、子どもの発達の節目の時期に、心理判定員等が専門的な立
場で発達相談を実施することを検討します。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

1:有り②結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の充実

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

【対象】乳幼児及びその保護者
事業内容
【発達相談】幼児の発達支援に関する相談に応じ、その保護者に対し必要な指導及び助言を行う

【かんがるークラブ】幼児の発達やかかわり方の情報提供や遊びを通して、保護者がお子さんとのかかわり方を学び、状況に応じた育児を行えることの支援を行う
【なかよし教室】発達上サポートを必要とする幼児とその保護者に対し、観察や遊びを通してかかわりながら発達を促し、今後の方向付けを行う
【5歳児相談】発達上の課題や社会性の問題を持つ幼児とその保護者に対して個別相談をし、育児不安の軽減を図るとともに在籍する幼稚園等と情報を共有し、健やかな成長発達を促すこ
と

④子育て支援の充実

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 母子保健法第９，１０条、松山市乳幼児育成指導事業運営実施要綱、第6次松山市総合計画、松山創生人口100年ビジョン先駆け戦略

受益者負担の状況 負担の有無 2:無し
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

母子保健法等に基づき母性並びに乳児及び幼児の健康の保持増進を図るため。

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

乳幼児及び幼児の健康の保持増進及び保護者への育児支援を行う。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

母子保健法に基づき、乳幼児及び幼児の健康の保持増進及び保護者への相談や保健指導等を通じて育児支援を実施するために開始した。

一般会計 衛生費 保健所費 保健指導費 R元 予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 4,266 4,187 1,518

決算額 (B)　（単位：千円） 2,587 2,810

一般財源 2,587 2,810 1,518

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

なかよし教室・かんがるークラブ保育士賃金：1,484
千円
特別職報酬：640千円

なかよし教室・かんがるークラブ報償費：705千円

0 0 0

その他 0 0 0

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金 0 0 0

主な取組み内容

発達相談・かんがるークラブ・なかよし教室・5歳児相談の実施

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

5歳児相談については、認可外保育所等を含め市内全園児に案内を行い、園と情報共有を図りながら必
要な助言を行った。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 1,679 1,377

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

発達相談・5歳児相談については、個別相談で対応しているが、新型コロナウイルス感染拡大により、なかよし教室・かんがるークラブは3月から中止としている。

R2年度の目標

発達相談・5歳児相談は適切な時期に相談が
受けられるよう調整を図る。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

発達相談
かんがるークラブ
なかよし教室
5歳児相談

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

集団支援（なかよし教室・かんがるークラブ）は
再開されるまでの間、保健師等の個別相談等
で支援していき発達支援が必要な場合は早め
に関係機関等へ繋ぐ。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 母子保健にかかる各種事業を実施することが次世代を担う子ども達を健やかに育てるための基盤となる。

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 5

実績値 達成年度 Ｒ4年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値 90

実績値 達成年度 Ｒ4年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

【活動指標】とは…事業の具体的な活動量（アウトプット／「市」が何をしたか）
【成果指標】とは…事業実施により得られる成果（アウトカム／活動の結果、「市民等」がどうなったか）

目標達成度 指標名 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 最終目標

5 5

5 5 5

活動指標

（3つまで設定可）

5歳児相談の周知回
数

回
5 5 5

100 100 100

指標の種類 5:現状維持を目指す指標（増を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

園長会の回数が変更なければ、全回数（５回）訪問し周知するため

本指標の設定理由
参加人数を増加させるため、園長会で事業説明と周知を行うため

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

90 90

59 87 95

成果指標

（3つまで設定可）

５歳児相談の参加人
数

人数
60 60 90

98 145 106

指標の種類 5:現状維持を目指す指標（増を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

他市の相談実績や、過去の松山市の実績を踏まえ当初６０名としてい
たが、３０年度に目標を大幅に超えたためR元年度から９０名に設定変
更した。本指標の設定理由

発達上の課題や社会性の問題をもつ幼児と保護者を示す指標である
ため

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

上記指標の実績に対
する評価（達成又は未
達成要因の分析）

活動指標 全園長会に出席し、５歳児相談の周知を行ったため達成できた。

成果指標 R元年度に目標値を９０人に設定したが、実績は９５人であり目標を上回ることが出来た。

上記の指標以外に,指標では表すことができな
い定性的な成果がある場合,その内容

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＢ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 副主幹 主任

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 副主幹 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

11111 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

昭和 52 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

1 2

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 母子健診担当 ９１１－１８１３

白石　浩人 渡部　将康

金指　巖 行本　孝子 武田　美紀 吉野　あゆみ

事務事業名
（施策コード） 幼児健康診査事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

2:委託

行本　孝子 武田　美紀 吉野　あゆみ

令和元年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 母子健診担当 ９１１－１８１３

松原　ゆき

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地域全体で子育てを支える社会をつくる 重点プロジェクト -

施策 子育て環境の充実と整備 主な取り組み -

主な取り組み 子育て支援の充実

市長公約

-

取り組みの柱 子どもの健康管理の推進 -

総合戦略 2231

②つながる未来を応援する（少子化対策）
①小児科医師不足を補うための支援を検討するなど、救急医療に従事する小
児科医師確保のための支援に取り組みます。また、夜間や休日に、小児救急医
療体制が確保されるよう体制維持に取り組みます。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

2:無し②結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の充実

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

【対象】１歳６か月児健康診査：松山市に住民票を有する１歳６か月児から２歳未満児
　　　　　３歳児健康診査　　　：松山市に住民票を有する３歳から４歳未満児

【内容】１歳６か月児及び３歳児に対して集団で健康診査（歯科健康診査を含む）を実施。ただし、１歳６か月児健康診査の内科健診及び精密検査は、医療機関に委託して実施。

③小児医療の充実

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 母子保健法、同法施行令、同法施行規則、松山市子ども・子育て支援事業計画

受益者負担の状況 負担の有無 2:無し
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

母子保健法等に基づき母性並びに乳児及び幼児の健康の保持増進を図るため。

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

幼児期の身体発達、精神発達の面の標識が容易に得られる時期に健康診査を実施することにより、運動機能・視聴覚等の障害、精神発達の遅延等を持った幼児を早期に発見し、適切な指
導を行い、心身障害の進行を未然に防止するとともに、生活習慣の自立、むし歯の予防、幼児の栄養及び育児に関する指導を行い、幼児の健康の保持、増進を図ることを目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

母子保健法第１２条で住民の健康の保持増進を図るため、市町村に関連する事業を実施することが課せられており、取組を開始した。

一般会計 衛生費 保健所費 保健指導費 R元 予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 33,538 33,292 26,877

決算額 (B)　（単位：千円） 31,849 28,997

一般財源 31,849 28,997 26,877

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

1歳6か月児内科健診業務委託料：11,036千円
心理判定員等賃金：5,877千円

1歳6か月児内科健診業務委託料：12,730千円
小児科医師報償費　　　　　　　　　：　6,368千円

0 0 0

その他 0 0 0

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金 0 0 0

主な取組み内容

1歳6か月児健康診査を年55回実施（3月実施予定5回分は、新型コロナウイルス感染拡大により中止）
3歳児健康診査を年55回実施（3月実施予定5回分は、新型コロナウイルス感染拡大により中止）

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

受診率は微増傾向にあり、幼児の健康の保持、増進を図ることに寄与できた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用：特別職報酬　250千円

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 1,689 4,295

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

新型コロナウイルス感染症により、3月から健診を中止している。

R2年度の目標

新型コロナウイルス感染症により、通常の健診
は実施できないため、適切な時期に健診を受
けることが出来る環境を整備する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

1歳6か月児健康診査
3歳児健康診査

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

新型コロナウイルス感染症により実施できな
かった期間の健診について、適切な時期に健
診を受けられるよう新たな健診環境整備が必
要である。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 幼児の健康の保持増進に役立っている。

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 100

実績値 達成年度 Ｒ4年度

％ 達成度

目標値 目標値 100

実績値 達成年度 Ｒ4年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値 96

実績値 達成年度 Ｒ５年度

％ 達成度

目標値 目標値 95

実績値 達成年度 Ｒ５年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

【活動指標】とは…事業の具体的な活動量（アウトプット／「市」が何をしたか）
【成果指標】とは…事業実施により得られる成果（アウトカム／活動の結果、「市民等」がどうなったか）

目標達成度 指標名 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 最終目標

100 100

100 100 100

活動指標

（3つまで設定可）

1歳6か月児健康診査
の未受診児対策

％
100 100 100

100 100 100

3歳児健康診査の未
受診児対策

100 100

100 100 100

指標の種類 5:現状維持を目指す指標（増を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

毎年、未受診児全員を目標としている

本指標の設定理由
未受診児に対して受診勧奨のための電話やアンケートはがきを送付し
受診率向上の対策を行っているため

指標の種類 5:現状維持を目指す指標（増を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

毎年、未受診児全員を目標としている

本指標の設定理由
未受診児に対して受診勧奨のための電話やアンケートはがきを送付し
受診率向上の対策を行っているため

100 100 100

％
100 100 100

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

96 96

92 95 92

成果指標

（3つまで設定可）

1歳6か月児健康診査
の受診率

％
96 96 96

96 99 96

3歳児健康診査の受
診率

95 95

92 95

指標の種類 5:現状維持を目指す指標（増を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

平成29年度の全国の1歳6か月児健康診査の受診率９６．２％とした。

本指標の設定理由
受診状況を表す指標のため

指標の種類 5:現状維持を目指す指標（増を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

平成29年度の全国の3歳児健康診査の受診率９５．２％とした。

本指標の設定理由
受診状況を表す指標のため

97 100 99

％
95 95 95

94

上記指標の実績に対
する評価（達成又は未
達成要因の分析）

活動指標 未受診児に対しては、受診勧奨のための電話やアンケートはがきを対象者全員に実施しているため１００％となっている。

成果指標
未受診児対策を実施してきたことで年々受診率は上昇し全国平均に近づいていたが、新型コロナウイルス感染症の影響から受診控えがあり受診率がやや減少してい
る。

上記の指標以外に,指標では表すことができな
い定性的な成果がある場合,その内容

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＢ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 副主幹 主査

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主査 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

11111 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 10 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

3 2

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 健康支援担当 ９１１－１８１０

白石　浩人 渡部　将康

金指　巌 中津　淳 三好　幸子 矢野　留衣

事務事業名
（施策コード）

小児慢性特定疾病・育成・養育医療費等給付事業（小児慢性特定疾病対策事
業）

1-4:自治事務（義務規
定あり）

1:直営

中津　淳 武市　政幸 三好　幸子

令和元年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 健康支援担当 ９１１－１８１０

松原　ゆき

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地域全体で子育てを支える社会をつくる 重点プロジェクト -

施策 子育て環境の充実と整備 主な取り組み -

主な取り組み 子育て支援の充実

市長公約

-

取り組みの柱

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 児童福祉法第19条の2・第19条の22

事業の目的
（どのような状態にするか）

厚生労働大臣が定める慢性疾患にかかっている特定の小児医療を要する家庭の経済的負担の軽減や児童の健全な育成を図る。

子どもの健康管理の推進 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

背景
（どのような経緯で開始した

か）

昭和49年小児慢性特定疾患治療研究事業開始。平成12年4月1日中核市移行に伴い、愛媛県より実施主体が松山市となる。
平成26年5月23日児童福祉法の一部改正に伴い、継続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、小児慢性特定疾病の患者に対する医療費
助成に関して、その実施に要する経費に消費税の収入を充てることができるようにするなど、公平かつ安定的な制度を確立するほか、基本方針の策定、慢性疾病児童の自立支援事業の実
施、調査及び研究の推進等の措置を講ずるため、児童福祉法の一部を改正する法律により、平成２７年１月１日から実施することとなった。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

＜対象＞
本人又は保護者等の住所が本市にあり、厚生労働大臣が定める疾病にり患し、その状態が厚生労働大臣が定める疾病の程度に該当する18歳未満の者（満18歳の時点で、引き続き治療が
必要であると認められた場合は満20歳になる誕生日の前日まで受給可能）

＜事業内容＞
保護者からの申請に基づき、審査の上支給決定した場合、対象疾病及びその疾病に付随して発現する傷病に対する治療に係る医療を給付し、それに要した費用の一部又は全部を公費負
担する。
小児慢性特定疾病児童等、その保護者その他の関係者に対する相談支援、必要な情報を提供する。

受益者負担の状況 負担の有無 1:有り
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

児童福祉法第19条2・児童福祉法施行令第22条

H30年度 R元年度 R2年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 114,338 150,132 151,743

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

一般会計 衛生費 保健所費 保健指導費 R元 予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 138,754 129,463

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 64,215 85,917 74,894

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

扶助費：120,313
委託料：3,318

扶助費：144,434
委託料：4,208

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

ー ー

その他 0 0 0

一般財源 74,539 43,546 76,849

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

安定的に医療給付を受けられる制度の継続を図ることができた。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

4:どちらもいえない 左記の理由 義務規定のある自治事務であるため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) -24,416 20,669

主な取組み内容
医療給付、指定医・指定医療機関の指定、日常生活用具の給付、自立支援事業

R2年度の目標

・自立支援事業について関係機関を巻き込ん
だ支援体制の充実を図る。
・安定的な医療給付を保つため、H26年度制
度改正時に指定した指定医の指定更新を遅
滞なく進める。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

医療給付
指定医・指定医療機関の指定
日常生活用具の給付
自立支援事業

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

対象疾病の追加により対象者の範囲が拡大す
るため、市民が受給機会を逸することのないよ
う、医療機関等への周知を徹底する。

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

小児慢性特定疾病医療給付の対象疾病追加

6



＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 -

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度 ―

％ 達成度

目標値 目標値 -

実績値 達成年度 ―

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

【活動指標】とは…事業の具体的な活動量（アウトプット／「市」が何をしたか）
【成果指標】とは…事業実施により得られる成果（アウトカム／活動の結果、「市民等」がどうなったか）

目標達成度 指標名 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 最終目標

593 -

548 570 563

活動指標

（3つまで設定可）

小児慢性特定疾病医
療給付実人数

人
― ― 570

― ― 99

指標の種類 6:現状維持を目指す指標（減を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

国が定める自治事務で、毎年対象疾病や疾病群が変更となるため、
目標値は定められない。

本指標の設定理由
慢性疾病児の生活の質の向上を図る指標となるため。

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

143,873 -

119,162 132,159 121,944

成果指標

（3つまで設定可）

小児慢性特定疾病医
療給付金額

千円
― ― 130,000

― ― 94

指標の種類 6:現状維持を目指す指標（減を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

国が定める自治事務で、毎年対象疾病や疾病群が変更となるため、
目標値は定められない。

本指標の設定理由
慢性疾病児の生活の質の向上を図る指標となるため。

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

上記指標の実績に対
する評価（達成又は未
達成要因の分析）

活動指標 安定的に医療給付を受けられる制度の継続を図ることができた。

成果指標 安定的に医療給付を受けられる制度の継続を図ることができた。

上記の指標以外に,指標では表すことができな
い定性的な成果がある場合,その内容

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＢ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 副主幹 主査

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主査 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

11111 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 10 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

3 2

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 健康支援担当 ９１１－１８１０

白石　浩人 渡部　将康

金指　巌 中津　淳 三好　幸子 矢野　留衣

事務事業名
（施策コード） 小児慢性特定疾病・育成・養育医療費等給付事業（育成医療費給付事業）

1-4:自治事務（義務規
定あり）

1:直営

中津　淳 武市　政幸 三好　幸子

令和元年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 健康支援担当 ９１１－１８１０

松原　ゆき

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地域全体で子育てを支える社会をつくる 重点プロジェクト -

施策 子育て環境の充実と整備 主な取り組み -

主な取り組み 子育て支援の充実

市長公約

-

取り組みの柱

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第54条

事業の目的
（どのような状態にするか）

障がいのある児童（障がいに係る医療を行わないと将来障がいを有するおそれのある児童を含む。）の健全な育成を図るため、生活の能力を得るために必要な障がいを除去・軽減する医療
を給付することにより、経済的負担の軽減を図り、早期回復を促す。

子どもの健康管理の推進 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

背景
（どのような経緯で開始した

か）

平成12年度の中核市移行に伴い実施主体となったため、事業開始。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

＜対象＞
身体上の障がいのある18歳未満の者（障がいに係る医療を行わないと将来障がいを有する恐れのある者を含む。）であって、手術等により障がいの除去又は軽減に対する確実な治療効果
が期待できる者。

＜事業内容＞
保護者からの申請に基づき、審査の上支給決定した場合、対象の障がい除去又は軽減を目的とした医療（手術等）を給付し、それに要した費用の一部又は全部を公費負担する。（但し、所
得制限あり。）

受益者負担の状況 負担の有無 1:有り
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条・障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するための法律施行令第35条

H30年度 R元年度 R2年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 11,450 11,127 9,888

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

一般会計 衛生費 保健所費 保健指導費 R元 予算措置時期

2,470 1,236 2,472

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 9,882 4,945

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 5,725 5,564 4,944

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

扶助費：4,945 扶助費：9,888

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

ー ー

その他 0 0 0

一般財源 1,687 0 2,472

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

安定的に医療給付を受けられる制度の継続を図ることができた。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

4:どちらもいえない 左記の理由 義務規定のある自治事務であるため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 1,568 6,182

主な取組み内容
医療給付、補装具給付

R2年度の目標

・法令に基づき安定的な医療給付を行い、制
度改正があった場合は迅速に対応する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

医療給付
補装具の給付 特に環境変化,障害,

課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

国からの通達や制度改正について迅速に対
応し、対象者や関係機関に周知を徹底する。

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特になし
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 ―

実績値 達成年度 ―

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度 ―

％ 達成度

目標値 目標値 ―

実績値 達成年度 ―

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

【活動指標】とは…事業の具体的な活動量（アウトプット／「市」が何をしたか）
【成果指標】とは…事業実施により得られる成果（アウトカム／活動の結果、「市民等」がどうなったか）

目標達成度 指標名 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 最終目標

109 ―

112 102 86

活動指標

（3つまで設定可）

育成医療給付実人数
人

― ― 120

― ― 72

指標の種類 6:現状維持を目指す指標（減を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

国の義務規定に基づき実施している自治事務であるため最終目標値
の設定はないが、継続して安定した医療給付を行っていく。

本指標の設定理由
障がいのある児童の健全な育成の向上を図る指標となるため。

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

9,888 ―

10,501 9,882 4,945

成果指標

（3つまで設定可）

育成医療給付金額
千円

― ― ―

― ― ―

指標の種類 6:現状維持を目指す指標（減を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

国の義務規定に基づき実施している自治事務であるため最終目標値
の設定はないが、継続して安定した医療給付を行っていく。

本指標の設定理由
障がいのある児童の健全な育成の向上を図る指標となるため。

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

上記指標の実績に対
する評価（達成又は未
達成要因の分析）

活動指標 安定的に医療給付を受けられる制度の継続を図ることができた。

成果指標 安定的に医療給付を受けられる制度の継続を図ることができた。

上記の指標以外に,指標では表すことができな
い定性的な成果がある場合,その内容

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＢ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 副主幹 主査

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主査 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

11111 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 10 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

3 2

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 健康支援担当 ９１１－１８１０

白石　浩人 渡部　将康

金指　巌 中津　淳 三好　幸子 矢野　留衣

事務事業名
（施策コード）

小児慢性特定疾病・育成・養育医療費等給付事業（未熟児養育医療費給付事
業）

1-4:自治事務（義務規
定あり）

1:直営

中津　淳 武市　政幸 三好　幸子

令和元年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 健康支援担当 ９１１－１８１０

松原　ゆき

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 地域全体で子育てを支える社会をつくる 重点プロジェクト -

施策 子育て環境の充実と整備 主な取り組み -

主な取り組み 子育て支援の充実

市長公約

-

取り組みの柱

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 母子保健法第20条

事業の目的
（どのような状態にするか）

出生時体重2,000g以下又は生活力が特に薄弱である者（以下、「未熟児」という。）の保健の向上を図るため、養育に必要な医療を給付する。

子どもの健康管理の推進 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

背景
（どのような経緯で開始した

か）

平成10年度に保健所を設置したことで実施主体となり、事業を開始した。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

＜対象＞
未熟児（出生時体重2,000g以下又は生活力が特に薄弱な乳児）で医師が入院養育を必要と認めた者。
＜事業内容＞
保護者からの申請に基づき、審査の上支給決定した場合、対象者に対し、養育に必要な医療を給付し、それに要した費用の一部又は全部を公費負担する。（但し、所得制限あり。）

受益者負担の状況 負担の有無 1:有り
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

母子保健法第21条の4・松山市母子保健法施行細則第10条

H30年度 R元年度 R2年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 26,290 24,201 22,710

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

一般会計 衛生費 保健所費 保健指導費 R元 予算措置時期

5,213 6,669 4,672

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 25,051 31,622

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 8,204 10,751 9,344

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

扶助費：31,622 扶助費：22,710

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

ー ー

その他 4,198 4,923 4,023

一般財源 7,436 9,279 4,671

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

安定的に医療給付を受けられる制度の継続を図ることができた。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

4:どちらもいえない 左記の理由 義務規定のある自治事務であるため。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 1,239 △7,421

主な取組み内容
未熟児養育医療費の給付

R2年度の目標

・法令に基づき安定的な医療給付を行い、制
度改正があった場合は迅速に対応する。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

医療給付

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

国からの通達や制度改正に対し、迅速に対応
し、市民や関係機関への周知を徹底する。

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特になし
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 ―

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度 ―

％ 達成度

目標値 目標値 ―

実績値 達成年度 ―

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

【活動指標】とは…事業の具体的な活動量（アウトプット／「市」が何をしたか）
【成果指標】とは…事業実施により得られる成果（アウトカム／活動の結果、「市民等」がどうなったか）

目標達成度 指標名 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 最終目標

91 ―

82 79 89

活動指標

（3つまで設定可）

未熟児養育医療給付
実人数

人
― ― 100

― ― 89

指標の種類 6:現状維持を目指す指標（減を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

国の義務規定に基づき実施している自治事務であるため最終目標値
の設定はないが、継続して安定した医療給付を行っていく。

本指標の設定理由
未熟児養育医療受給者の保健の向上を図る指標となるため。

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

22,710 ―

21,158 25,051 31,622

成果指標

（3つまで設定可）

未熟児養育医療給付
金額

千円
― ― 24,201

― ― 131

指標の種類 6:現状維持を目指す指標（減を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

国の義務規定に基づき実施している自治事務であるため最終目標値
の設定はないが、継続して安定した医療給付を行っていく。

本指標の設定理由
未熟児養育医療受給者の保健の向上を図る指標となるため。

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

上記指標の実績に対
する評価（達成又は未
達成要因の分析）

活動指標 安定的に医療給付を受けられる制度の継続を図ることができた。

成果指標 安定的に医療給付を受けられる制度の継続を図ることができた。

上記の指標以外に,指標では表すことができな
い定性的な成果がある場合,その内容

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＢ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主任 保健師

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主任 保健師

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

11221 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 9 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

1 2

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 妊娠・出産支援担当 ９１１－１８２１

白石　浩人 渡部　将康

金指　巖 河合　ゆみ 大西　英民 富永　瀬理香

事務事業名
（施策コード） 妊婦・乳児健康診査事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

2:委託

篠﨑　征子 大西　英民 中野　友香子

令和元年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 妊娠・出産支援担当 ９１１－１８２１

松原　ゆき

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

212

個別プログラム 笑顔を育むプログラム

政策 地域全体で子育てを支える社会をつくる 重点プロジェクト 出会いから子どもの成長まで「つながる未来を応援するまちづくり」プロジェクト

施策 出会いからの環境整備 主な取り組み 安心して出産・子育てができる環境の整備

主な取り組み 妊娠・出産支援の充実

市長公約

-

取り組みの柱 安心して妊娠・出産を迎えるための環境整備 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

【対象：妊婦と１歳未満の乳児】
【妊婦一般健康診査】妊娠届出時に母子健康手帳と共に交付する受診票を県内産科医療機関等で健診を受ける際に提出することにより、健康診査に要する費用の一部を公費負担する。ま
た、里帰り出産等で県外医療機関等を受診する場合は、償還払いで対応する。
【新生児聴覚検査】妊娠届出時に交付する受診票を県内産科医療機関や耳鼻科医療機関等で生後1か月までの間に検査を受ける際に提出することにより、検査に要する費用の一部を公費
負担する。また、里帰り等で県外医療機関等で検査を受けた場合は、償還払いで対応する。
【乳児一般健康診査】出生届出時に受診票を交付し、県内の小児科で3～4か月児と9～10か月児の健康診査に要する費用の一部を公費負担する。

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等
母子保健法、愛媛県市町村母子保健健康診査実施要領、松山市妊婦一般健康診査実施要綱、松山市新生児聴覚検査実施要綱、松山市乳児一般健康診査実施要綱、松山
市子ども子育て支援事業計画

受益者負担の状況 負担の有無 2:無し
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

ただし、健診時の金額が助成金額を超えた場合は、自己負担が発生する。

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

妊婦と胎児の異常を早期に発見し、必要な治療の勧奨等の保健指導を実施することで、全ての妊婦が安心して妊娠の継続や出産ができる。
乳児の身体の異常を早期に発見し、健康管理を行うとともに母親等の育児不安の軽減に努めることで、乳児が健やかに育つ。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

昭和40年の母子保健法制定を受け、公費助成制度が都道府県主体で開始された。
平成9年度の母子保健法改正により、実施主体が市町村に移行した。

一般会計 衛生費 保健所費 保健指導費 R元 予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 416,830 407,983 395,402

決算額 (B)　（単位：千円） 372,428 354,008

一般財源 372,428 354,008 395,402

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

妊婦健康診査委託料：292,464千円
乳児健康診査委託料：42,553千円
新生児聴覚検査委託料：6,262千円

妊婦健康診査委託料：324,450千円
乳児健康診査委託料：47,286千円
新生児聴覚検査委託料：7,600千円

0 0 0

その他 0 0 0

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金 0 0 0

主な取組み内容

妊婦一般健康診査は厚生労働省が示す望ましい基準、乳児一般健康診査は「すこやか親子２１（第２次）」、新生児聴覚検査は厚生労働省の通知に基づき、愛媛県市町母子保健健康診査
事業連絡協議会で調整し、県内統一の内容で実施した。

妊婦一般健康診査（14回／妊婦1人）
乳児一般健康診査（2回／乳児1人)
新生児聴覚検査（1回／新生児1人）

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

妊婦一般健康診査、乳児一般健康診査共に９０％以上の受診率であった。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 44,402 53,975

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

乳児一般健康診査は、新型コロナウイルス感染症の流行により不安を持つ保護者が受診を控えたり、住民票地外の実家等へ移り生活をしている場合には受診票が使用できず全額自己負
担となるため、健康診査を受診しない可能性がある。

R2年度の目標

妊婦一般健康診査と新生児聴覚検査は、母
子健康手帳交付時の啓発を強化する。
乳児一般健康診査は、乳児家庭全戸訪問等
の機会に啓発する。 R2年度の

主な取組み内容
（予定含む）

妊婦一般健康診査と新生児聴覚検査は、母
子健康手帳交付時に、保健師が全妊婦に対
し必要性と受診方法を説明し、受診を勧める。
乳児一般健康診査は、乳児家庭全戸訪問時
に受診時期と受診方法を周知するとともに、未
受診者に対しはがき等で受診勧奨を行う。

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

乳児一般健康診査受診票の使用可能月齢の
拡大や、県外での受診者への償還払い対応
等、より多くの乳児の受診が可能となるような
方法を検討する。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 安心して妊娠期を過ごし出産を迎えるための環境整備と、乳児の健やかな成長発育に寄与している。

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 100

実績値 達成年度 R４

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値 95

実績値 達成年度 R４年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

【活動指標】とは…事業の具体的な活動量（アウトプット／「市」が何をしたか）
【成果指標】とは…事業実施により得られる成果（アウトカム／活動の結果、「市民等」がどうなったか）

目標達成度 指標名 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 最終目標

100 100

72 100 100

活動指標

（3つまで設定可）

妊婦一般健康診査の
周知啓発

％
100 100 100

72 100 100

指標の種類 5:現状維持を目指す指標（増を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

全妊婦に直接周知啓発を行う。

本指標の設定理由
母子健康手帳交付時に妊婦と面接し、受診の必要性を啓発すること
で、妊婦一般健康診査の受診につながる。

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

95 95

95 98 96

成果指標

（3つまで設定可）

妊婦一般健康診査受
診割合

％
95 95 95

100 103 101

指標の種類 5:現状維持を目指す指標（増を良しとする）

最終目標値の
設定の考え方

全妊婦が必要な健診を受ける。

本指標の設定理由
妊婦が必要な健診を受診し、妊婦と胎児の身体の異常を早期に発見
し、必要な治療や保健指導を受けることで安心して妊娠を継続し出産
ができる。

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

上記指標の実績に対
する評価（達成又は未
達成要因の分析）

活動指標 母子健康手帳交付時の妊婦一般健康診査の周知啓発は、100％達成している。

成果指標
受診票は、妊娠届出時の妊娠週数に応じ1人当たり最大14回分を交付する。ただし、出産までの期間に個人差があるため、必要な健診を受けたとしても交付数＝受
診数とはなりにくいが、産科医療機関で受診するA券5回分の受診率は96％と高く、安心・安全な妊娠の継続や出産につながっている。

上記の指標以外に,指標では表すことができな
い定性的な成果がある場合,その内容

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＢ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 副主幹 副主幹

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 副主幹 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

11221 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 1:有り

平成 30 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

1 2

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 妊娠・出産支援担当 ９１１－１８２１

白石　浩人 渡部　将康

金指　巖 河合　ゆみ 上田　千里 増田　勝江

事務事業名
（施策コード） 妊娠・出産支援事業（子育て世代包括支援センター事業）

1-4:自治事務（義務規
定あり）

1:直営

篠﨑　征子 上田　千里 亀田　真美

令和元年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 妊娠・出産支援担当 ９１１－１８２１

松原　ゆき

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

212

個別プログラム 笑顔を育むプログラム

政策 地域全体で子育てを支える社会をつくる 重点プロジェクト 出会いから子どもの成長まで「つながる未来を応援するまちづくり」プロジェクト

施策 出会いからの環境整備 主な取り組み 安心して出産・子育てができる環境の整備

主な取り組み 妊娠・出産支援の充実

市長公約 112

子育て環境を充実し、子どもたちの未来を応援する松山をつくります

取り組みの柱

②妊娠・出産支援の充実

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 母子保健法、子ども・子育て支援交付金交付要綱（利用者支援事業）

事業の目的
（どのような状態にするか）

妊娠期から子育て期の様々なニーズに対し、地域の特性に応じた切れ目ない支援を提供し、出産や育児に関する不安を軽減し、安心して子育てができる環境を整える。

安心して妊娠・出産を迎えるための環境整備
中学生までの医療費の無料化を実現します。また、子育て世代包括支援センターの充実や産後ケアの推
進、小児救急医療体制の堅持など、安心して出産や子育てができる環境を整えます。

総合戦略 2221

②つながる未来を応援する（少子化対策）

取組み

①子育て世代包括支援センターの設置、産前・産後サポート事業及び産後ケア
事業の実施などについて検討し、妊娠・出産の包括的な支援に取り組みます。
また、不妊治療費の助成に取り組むとともに、若い世代が妊娠・出産に関する知
識を習得する機会の創出に取り組みます。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

1:有り②結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の充実

背景
（どのような経緯で開始した

か）

平成２９年４月１日の児童福祉法及び母子保健法の改正により、市町村は概ね平成３２年度までに「子育て世代包括支援センター」を設置するよう努めなければならないと定められたことか
ら、妊産婦及び乳幼児とその保護者を対象に、妊娠期から子育て期にわたる様々な相談に対し、助言・情報提供を行うとともに、支援の必要な方には、支援プランを作成し、関係機関との連
絡調整等を行いながら、切れ目のない支援を提供するための窓口として「すくすく・サポート（松山市子育て世代包括支援センター）」を開設した。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

【すくすく・サポート（松山市子育て世代包括支援センター）】妊産婦や乳幼児を対象に、母子保健に関する手続きや相談対応を行う。
各種手続き：ママパパセット（母子健康手帳、妊婦一般健康診査受診票等）交付、赤ちゃんセット（乳児一般健康診査受診票、予防接種手帳等）交付、妊婦一般健康診査償還払い、新生児
聴覚検査償還払い、妊産婦のパーキングパーミッドの発行
子育て情報の提供：遊び場や交流ができる場の紹介、子育て支援サービス等の情報を提供
相談事業：妊娠中の健康相談、出産の準備相談・育児体験
【すくすく相談】乳幼児の健康相談・育児相談
【モグモグ相談】乳幼児の離乳食・幼児食相談

受益者負担の状況 負担の有無 2:無し
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

母子保健法に基づき、市が実施するものであるため

H30年度 R元年度 R2年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 27,898 26,542 2,376

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

一般会計 衛生費 保健所費 保健指導費 R元 予算措置時期

5,941 5,744 310

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 25,095 21,033

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 7,482 5,798 310

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

共済費：904千円
賃金：17,110千円
消耗品費：1,628千円

消耗品費：1,618千円
印刷製本費：235千円
通信運搬費：224千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

その他 0 0 0

一般財源 11,672 9,491 1,756

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

母子健康手帳交付時に保健師が妊婦と面談することで、全妊婦の状況を把握し、妊娠期からの継続支援
が必要な特定妊婦への早期介入につなぐことができた。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由
母子保健は全ての子どもが健やかに成長していくうえでの健康づくりの出発点であり、各種母子保健事業を実施することが、次世代を担う子ど
もたちを健やかに育てるための基盤となる。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 2,803 5,509

主な取組み内容

母子保健に関する諸手続きや相談対応、母子保健サービス紹介や子育て情報の提供。
ママパパセット交付時に、保健師が全妊婦と面談してアンケートを実施し、個々の状況に応じた助言や個別支援プランを作成。妊娠期からの支援が特に必要と判断した妊婦については「妊
娠期からの継続支援検討会議」等で関係機関と連携し切れ目ない支援を提供。
保健師による乳幼児の身体計測、健康や発達の相談（すくすく相談）
栄養士による離乳食や幼児食の相談（モグモグ相談）
妊婦の新型コロナウイルス感染症対策としてマスクを配布（R2.3.16～）

R2年度の目標

センターの相談体制や関係機関との連携を強
化し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目な
い支援を行う。 R2年度の

主な取組み内容
（予定含む）

5か所の「子育て世代包括支援センター」で、
保健師が全妊婦と面談し、必要な情報提供や
保健指導を行う。また、妊婦から概ね6歳まで
の乳幼児の健康相談を随時実施する。

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

・子育て世代包括支援センターの充実のため
の研修会開催

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

・妊産婦や乳幼児への切れ目のない支援のさらなる充実のため、妊産婦及び乳幼児の状況把握や関係機関との連携体制の構築など、子育て世代包括支援センターの機能の充実が必要。
・核家族化や高齢出産により産前・産後に家族等から十分な家事や育児などの援助を受けることができない産婦等が増加している。
・少子化や地域連帯意識の希薄化などにより育児経験のないまま妊娠・出産を迎えることが多くなり、育児不安や心の不調を抱える母親（保護者）が増加している。
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 40

実績値 達成年度 R4年度

％ 達成度

目標値 目標値 12

達成年度 令和4年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値 14,000

実績値 達成年度 R4年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

【活動指標】とは…事業の具体的な活動量（アウトプット／「市」が何をしたか）
【成果指標】とは…事業実施により得られる成果（アウトカム／活動の結果、「市民等」がどうなったか）

目標達成度 指標名 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 最終目標

40 40

- 37 26

活動指標

（3つまで設定可）

周知啓発の箇所数
件

- 40 40

- 93 65

妊娠期からの継続支
援検討会議の開催回
数

12 12

- 11 12

指標の種類 1:単年度での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

すくすく・サポートのリーフレットを配布・設置することで、利用者の増加
を図る

本指標の設定理由
すくすく・サポートのリーフレットを配布したり、関係機関に設置した箇
所数は、子育て世代包括支援センターの周知啓発状況を表している
ため

指標の種類 5:現状維持を目指す指標（増を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

関係機関と連携し、切れ目のない支援の提供を行うための会議を継続
して開催する

本指標の設定理由
妊娠期からの継続支援検討会議は切れ目ない支援の提供に不可欠
な関係機関との連携状況を表しているため

- 100 100

人
- 11 12

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

14,000 14,000

- 9,999 14,403

成果指標

（3つまで設定可）

すくすく・サポート利用
者総数

％
- 10,000 14,000

- 100 103

指標の種類 5:現状維持を目指す指標（増を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

出生数の減少等の影響を受けるため単に利用者総数が増加すること
を目指すものではないが、妊娠期から子育て期の身近な相談機関とし
て一定の利用があることが母子の健康増進や育児不安の軽減につな
がるため

本指標の設定理由
すくすく・サポート（子育て世代包括支援センター）の身近な相談機関
としての周知状況を反映しているため

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

上記指標の実績に対
する評価（達成又は未
達成要因の分析）

活動指標 周知啓発の箇所数は令和元年度は65％であったが、平成30年8月の開設時に関係機関に配布・設置したリーフレットで引き続いての周知啓発はできている。

成果指標
すくすく・サポート利用者総数は、H30年８月の開設以降、順調な利用があり、ほぼ達成している。妊娠期からの継続支援検討会議の開催回数は、100％達成してい
る。

上記の指標以外に,指標では表すことができな
い定性的な成果がある場合,その内容

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＢ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 副主幹 主査

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 副主幹 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

11221 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 1:有り

昭和 40 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

1 2

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 妊娠・出産支援担当 ９１１－１８２１

白石　浩人 渡部　将康

金指　巖 河合　ゆみ 上田　千里 八木　麻衣

事務事業名
（施策コード） 妊娠・出産支援事業（産前・産後サポート事業）

1-4:自治事務（義務規
定あり）

7:その他

篠﨑　征子 上田　千里 八木　麻衣

令和元年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 妊娠・出産支援担当 ９１１－１８２１

松原　ゆき

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

212

個別プログラム 笑顔を育むプログラム

政策 地域全体で子育てを支える社会をつくる 重点プロジェクト 出会いから子どもの成長まで「つながる未来を応援するまちづくり」プロジェクト

施策 出会いからの環境整備 主な取り組み 安心して出産・子育てができる環境の整備

主な取り組み 妊娠・出産支援の充実

市長公約 112

子育て環境を充実し、子どもたちの未来を応援する松山をつくります

取り組みの柱

②妊娠・出産支援の充実

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 母子保健法、児童福祉法、母子保健医療対策総合支援事業実施要綱（産前・産後サポート事業運営要綱、産後ケア事業運営要綱）

事業の目的
（どのような状態にするか）

妊産婦等が抱える妊娠・出産や子育てに関する悩み等について、子育て経験者やシニア世代等の相談しやすい「話し相手」又は助産師等の専門家等による相談支援を行い、家庭や地域
での妊産婦の孤立感の解消を図る。

安心して妊娠・出産を迎えるための環境整備
中学生までの医療費の無料化を実現します。また、子育て世代包括支援センターの充実や産後ケアの推
進、小児救急医療体制の堅持など、安心して出産や子育てができる環境を整えます。

総合戦略 2221

②つながる未来を応援する（少子化対策）

取組み

①子育て世代包括支援センターの設置、産前・産後サポート事業及び産後ケア
事業の実施などについて検討し、妊娠・出産の包括的な支援に取り組みます。
また、不妊治療費の助成に取り組むとともに、若い世代が妊娠・出産に関する知
識を習得する機会の創出に取り組みます。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

1:有り②結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の充実

背景
（どのような経緯で開始した

か）

母子保健法及び児童福祉法に基づき、母性並びに乳幼児の健康の保持、増進を図る。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

【マタニティ相談会】初妊婦や妊娠・出産に不安のある妊婦を対象に、産前・産後の準備や育児技術の習得とともに、妊婦間の意見交換や助産師や保健師による相談支援を行う。
【離乳食講座】妊婦及び生後7か月未満児の保護者を対象に、離乳食についての正しい知識を提供するとともに、保護者間の交流から離乳食づくりの不安を軽減する。
【母子保健推進員養成講座】子育てに関心があり、受講後母子保健推進員として母子保健に関する知識の普及や子育て支援の活動ができる65歳未満の人を公募し、地域に根差した母子
保健推進員を養成する。
【産後ケア事業】出産後4か月頃までの母子で、産後の体調不良や育児不安があり、家族等から家事や育児など十分な援助を受けられない方を対象に、健やかな育児ができるようケアを提
供する。R2年4月1日から愛媛助産師会への委託により事業開始。

受益者負担の状況 負担の有無 1:有り
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

産後ケア事業ガイドラインにおいて、利用者から産後ケア等のサービスに係る利用料を徴収することとされ
ている。

H30年度 R元年度 R2年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 614 641 7,958

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

一般会計 衛生費 保健所費 保健指導費 R元 予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 552 544

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 293 277 3,961

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

報償費：166千円
消耗品費：378千円

報償費：208千円
消耗品費：340千円
委託料：7,100千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

その他 0 0 0

一般財源 259 267 3,997

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

産後ケア事業は、予定していた令和2年度からの事業開始に向けて、準備をすすめることができた。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由
母子保健は全ての子どもが健やかに成長していくうえでの健康づくりの出発点であり、各種母子保健事業を実施することが、次世代を担う子ど
もたちを健やかに育てるための基盤となる。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 62 97

主な取組み内容

マタニティ相談会の開催
離乳食講座の開催
母子保健推進員養成講座の開催
産後ケア事業の開始に向けての準備・調整

R2年度の目標

育児不安や育児中の孤立感の解消のための
産前・産後サポート事業の推進

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

マタニティ相談会の開催
離乳食講座の開催
母子保健推進員養成講座の開催
助産師会へ委託して産後ケア事業を開始す
る。

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

産後ケア事業の周知、医師会への委託の検
討
新型コロナウイルス感染症の流行によりマタニ
ティ相談会や離乳食講座の中止が続く場合
は、代替策を検討する。

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

・妊産婦や乳幼児への切れ目のない支援のさらなる充実のため、妊産婦及び乳幼児の状況把握や関係機関との連携体制の構築など、子育て世代包括支援センターの機能の充実が必要。
・核家族化や高齢出産により産前・産後に家族等から十分な家事や育児などの援助を受けることができない産婦等が増加している。
・少子化や地域連帯意識の希薄化などにより育児経験のないまま妊娠・出産を迎えることが多くなり、育児不安や心の不調を抱える母親（保護者）が増加している。
・新型コロナウイルス感染症の流行により、3月の教室は中止とした。
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 6

実績値 達成年度 R３年度

％ 達成度

目標値 目標値 11

実績値 達成年度 R３年度

％ 達成度

目標値 目標値 100

実績値 達成年度 R３年度

％ 達成度

目標値 目標値 100

実績値 達成年度 R３年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

【活動指標】とは…事業の具体的な活動量（アウトプット／「市」が何をしたか）
【成果指標】とは…事業実施により得られる成果（アウトカム／活動の結果、「市民等」がどうなったか）

目標達成度 指標名 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 最終目標

6 6

6 6 5

活動指標

（3つまで設定可）

マタニティ相談会の開
催回数

回
6 6 6

100 100 83

離乳食講座開催回数

11 11

6 8 9

指標の種類 5:現状維持を目指す指標（増を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

少子化の影響で対象となる妊婦数は減少傾向にあるため、単に増加
することを目指すのではなく、相談の場や孤立感の軽減につながる母
子保健事業の提供を目指す。本指標の設定理由

マタニティ相談会の開催が、妊婦の不安解消につながるため

指標の種類 5:現状維持を目指す指標（増を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

少子化の影響で対象となる乳児数は減少傾向にあるため、単に増加
することを目指すのではなく、相談の場や孤立感の軽減につながる母
子保健事業の提供を目指す。本指標の設定理由

離乳食講座の開催が、育児不安の解消につながるため

100 100 90

回
6 8 10

指標の種類 5:現状維持を目指す指標（増を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

ママパパセット・赤ちゃんセット交付者全員に周知する。

本指標の設定理由
事業の利用希望者全員への周知を徹底するため

100

- - -
妊婦に対する産後ケ
ア事業の周知割合

％
- - - 100

- - -

100 100

98 98 98

成果指標

（3つまで設定可）

育児の相談相手がい
る割合

％
100 100 100

98 98 98

指標の種類 1:単年度での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

育児中の孤立感の軽減・解消につながるような産前・産後サポート事
業の提供を目指す。

本指標の設定理由
3～4か月児健診時アンケートで「育児の相談相手がいる」と答えた母
親（保護者）の割合。育児中の孤立感の状況を表しているため

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

上記指標の実績に対
する評価（達成又は未
達成要因の分析）

活動指標 マタニティ相談会・離乳食講座は、R元年度は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため一部中止となり開催回数が減っているが、概ね達成している。

成果指標 育児の相談相手がいる割合は98％と概ね達成している。

上記の指標以外に,指標では表すことができな
い定性的な成果がある場合,その内容

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＢ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主査 保健師

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 副主幹

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

11221 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 1:有り

昭和 40 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

1 2

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 妊娠・出産支援担当 ９１１－１８２１

白石　浩人 渡部　将康

金指　巖 河合　ゆみ 上田　千里

事務事業名
（施策コード） 妊娠・出産支援事業（母子保健に関する健康教室）

1-4:自治事務（義務規
定あり）

1:直営

篠﨑　征子 菅　幸子 才野　みゆき

令和元年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 妊娠・出産支援担当 ９１１－１８２１

松原　ゆき

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

212

個別プログラム 笑顔を育むプログラム

政策 地域全体で子育てを支える社会をつくる 重点プロジェクト 出会いから子どもの成長まで「つながる未来を応援するまちづくり」プロジェクト

施策 出会いからの環境整備 主な取り組み 安心して出産・子育てができる環境の整備

主な取り組み 妊娠・出産支援の充実

市長公約 112

子育て環境を充実し、子どもたちの未来を応援する松山をつくります

取り組みの柱

②妊娠・出産支援の充実

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 母子保健法、健康増進法

事業の目的
（どのような状態にするか）

母子保健に関する正しい知識の普及・啓発を行うとともに、妊娠・出産・育児への不安や悩みを解消し、子どもの健やかな発育と育児を支援する。

安心して妊娠・出産を迎えるための環境整備
中学生までの医療費の無料化を実現します。また、子育て世代包括支援センターの充実や産後ケアの推
進、小児救急医療体制の堅持など、安心して出産や子育てができる環境を整えます。

総合戦略 2221

②つながる未来を応援する（少子化対策）

取組み

①子育て世代包括支援センターの設置、産前・産後サポート事業及び産後ケア
事業の実施などについて検討し、妊娠・出産の包括的な支援に取り組みます。
また、不妊治療費の助成に取り組むとともに、若い世代が妊娠・出産に関する知
識を習得する機会の創出に取り組みます。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

1:有り②結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の充実

背景
（どのような経緯で開始した

か）

母子保健法及び児童福祉法に基づき、母性並びに乳幼児の健康の保持、増進を図る。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

【パパ・ママのための教室】初妊婦や妊娠・出産に不安のある妊婦と夫を対象に、親になるための心得についての講演や、沐浴等育児の実習を通して育児技術の学習を行い、安心して出
産・育児に臨むことができるよう支援する。
【子どもの食物アレルギー教室】一般市民を対象に、食物アレルギーに関する講義を行い、健全な食生活の実践に向けた支援を行う。
【思春期健康教育】大学生・短大生・専門学校生等の若年世代者に対して、ライフサイクルの中で女性には妊娠・出産の医学的な適齢期があること等について、講義を通して正しい知識を啓
発する。

受益者負担の状況 負担の有無 2:無し
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

母子保健法に基づき、市が実施するものであるため

H30年度 R元年度 R2年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 530 334 334

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

一般会計 衛生費 保健所費 保健指導費 R元 予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 294 209

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

報償費：141千円
消耗品費：68千円

報償費：168千円
消耗品費：137千円
負担金：26千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

その他 0 0 0

一般財源 294 209 334

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

母子保健に関する教室の開催により、母子保健に関する正しい知識の普及啓発ができた。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由
母子保健は全ての子どもが健やかに成長していくうえでの健康づくりの出発点であり、各種母子保健事業を実施することが、次世代を担う子ど
もたちを健やかに育てるための基盤となる。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 236 125

主な取組み内容

パパ・ママのための教室の開催（7回）
子どもの食物アレルギー講座の開催（1回）
思春期教室の開催（3回）

R2年度の目標

母子保健に関する正しい知識の普及・啓発
や、子どもの健やかな発育と育児支援のため
の健康教室の推進

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

パパ・ママのための教室の開催
子どもの食物アレルギー講座の開催
思春期教室の開催

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

健康教室は集団を対象とするため、新型コロ
ナウイルス感染症の流行により教室の中止が
続く場合は、代替策を検討する。

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

・核家族化や高齢出産により、産前・産後に家族等から十分な家事や育児などの援助を受けることができない産婦等が増加している。
・少子化や地域連帯意識の希薄化などのため、育児経験のないまま妊娠・出産を迎えることが多くなり、育児不安や心の不調を抱える母親（保護者）が増加している。
・少子化による人口減少問題では、女性が年齢とともに妊娠する確率が低下していくことについての知識を、若年世代者から持つことが重要とされている。
・新型コロナウイルス感染症の流行により、3月の教室は中止とした。
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 100

実績値 達成年度 令和4年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値 1,000

実績値 達成年度 令和4年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

【活動指標】とは…事業の具体的な活動量（アウトプット／「市」が何をしたか）
【成果指標】とは…事業実施により得られる成果（アウトカム／活動の結果、「市民等」がどうなったか）

目標達成度 指標名 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 最終目標

100 100

100 100 100

活動指標

（3つまで設定可）

母子保健に関する健
康教室の周知割合

％
100 100 100

100 100 100

指標の種類 5:現状維持を目指す指標（増を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

ママパパセット交付時に教室開催の周知をする。

本指標の設定理由
開催周知を徹底し、教室への参加機会を等しく提供するため

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

1,000 1,000

1,804 1,463 1,021

成果指標

（3つまで設定可）

母子保健に関する健
康教室の参加者数

人
1,800 1,400 1,000

100 100 100

指標の種類 5:現状維持を目指す指標（増を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

少子化や大学等からの依頼状況に影響を受けるため、単に参加者数
が増加することを目指すものではないが、一定数のニーズがあることか
ら母子の健康増進のための保健事業の手法として提供体制の維持が
必要と考えるため。

本指標の設定理由
母子を対象とする健康教室へのニーズを反映するため

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

上記指標の実績に対
する評価（達成又は未
達成要因の分析）

活動指標 母子保健に関する健康教室の周知割合は１００％達成している。

成果指標 母子保健に関する健康教室の参加者数は１００％達成している。

上記の指標以外に,指標では表すことができな
い定性的な成果がある場合,その内容

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＢ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 副主幹 主査

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 副主幹

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

11221 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 1:有り

昭和 40 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

1 2

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 妊娠・出産支援担当 ９１１－１８２１

白石　浩人 渡部　将康

金指　巖 河合　ゆみ 上田　千里

事務事業名
（施策コード） 妊娠・出産支援事業（こんにちは赤ちゃん訪問・母子訪問事業）

1-4:自治事務（義務規
定あり）

2:委託

篠﨑　征子 上田　千里 増田　勝江

令和元年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 妊娠・出産支援担当 ９１１－１８２１

松原　ゆき

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

212

個別プログラム 笑顔を育むプログラム

政策 地域全体で子育てを支える社会をつくる 重点プロジェクト 出会いから子どもの成長まで「つながる未来を応援するまちづくり」プロジェクト

施策 出会いからの環境整備 主な取り組み 安心して出産・子育てができる環境の整備

主な取り組み 妊娠・出産支援の充実

市長公約 112

子育て環境を充実し、子どもたちの未来を応援する松山をつくります

取り組みの柱

②妊娠・出産支援の充実

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 母子保健法、児童福祉法、母子保健医療対策総合支援事業実施要綱（産前・産後サポート事業）

事業の目的
（どのような状態にするか）

【こんにちは赤ちゃん訪問（乳児家庭全戸訪問）事業】
乳児がいる全ての家庭を訪問し、子育ての孤立化を防ぐために様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する必要な情報提供を行うとともに、支援が必要な家族に対して適切なサービス
提供に結びつけることにより、子どもの健やかな発育と育児を支援する。
【母子訪問（妊産婦・乳幼児訪問）事業】
母子保健事業を通して育児支援に努めるとともに、家庭訪問等を行うことにより保護者の育児不安や悩みを解消し、子どもの健やかな発育と育児を支援する。

安心して妊娠・出産を迎えるための環境整備
中学生までの医療費の無料化を実現します。また、子育て世代包括支援センターの充実や産後ケアの推
進、小児救急医療体制の堅持など、安心して出産や子育てができる環境を整えます。

総合戦略 2221

②つながる未来を応援する（少子化対策）

取組み

①子育て世代包括支援センターの設置、産前・産後サポート事業及び産後ケア
事業の実施などについて検討し、妊娠・出産の包括的な支援に取り組みます。
また、不妊治療費の助成に取り組むとともに、若い世代が妊娠・出産に関する知
識を習得する機会の創出に取り組みます。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

1:有り②結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の充実

背景
（どのような経緯で開始した

か）

母子保健法及び児童福祉法に基づき、母性並びに乳幼児の健康の保持増進を図る。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

【こんにちは赤ちゃん訪問（乳児家庭全戸訪問）事業】
生後4か月までに乳児家庭全戸訪問を実施し、母子保健サービスの紹介や育児情報の提供と産後うつに関する聴き取りを行い、必要に応じて継続支援を行う。
他機関からの依頼・若年親・多胎・ハイリスクのケースは保健師が対応し、その他のケースは母子保健推進員が対応（松山市母子保健推進協議会と委託契約）している。
【母子訪問（妊産婦・乳幼児訪問）事業】
妊婦・産婦・新生児・未熟児・乳児・幼児・その他（保護者等）の健康の保持増進や育児支援のため、市民や他機関からの依頼による家庭訪問・電話・来所相談・関係機関連携等を行う。
1歳未接触児対応・1歳6か月児健診未受診児対応・3歳児健康診査未受診児等への訪問を実施して全数把握に努め、未接触児の健康及び育児状況を確認し、必要な支援を行う。
母子保健事業参加者のうち、継続支援の必要な者へのフォロー訪問を行う。

受益者負担の状況 負担の有無 2:無し
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

母子保健法に基づき、市が実施するものであるため

H30年度 R元年度 R2年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 9,248 10,564 5,339

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

一般会計 衛生費 保健所費 保健指導費 R元 予算措置時期

3,002 2,790 1,746

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 9,025 8,417

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 3,165 2,934 1,763

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

共済費：472千円
賃金消耗品費：4,317千円
委託料：3,026千円

消耗品費：373千円
委託料：4,822千円
備品購入費：61千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

その他 0 0 0

一般財源 2,858 2,693 1,830

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

こんにちは赤ちゃん訪問、妊産婦・乳幼児訪問を実施することで、家庭での育児状況の把握や母子の健
康増進のための支援ができた。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由
母子保健は全ての子どもが健やかに成長していくうえでの健康づくりの出発点であり、各種母子保健事業を実施することが、次世代を担う子ど
もたちを健やかに育てるための基盤となる。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 223 2,147

主な取組み内容

こんにちは赤ちゃん訪問、妊産婦・乳幼児訪問の実施。
こんにちは赤ちゃん訪問事業を円滑に実施するための研修会（産後うつに関する研修会、定例研修会）を開催。
こんにちは赤ちゃん訪問を実施できなかった者（電話で拒否、接触できず）及び訪問にて養育支援が必要と思われた者については、要保護児童対策地域協議会を主管する子ども総合相談
センター事務所と開催する「ケース対応会議」で、今後の対応について検討。

R2年度の目標

妊娠・出産において、依頼があった者やハイリ
スク者に対しては早期に対応するとともに、こ
んにちは赤ちゃん訪問事業・乳児健康診査・
すくすく相談等の未受診・未接触者について、
1歳時点で全数把握を行う。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

こんにちは赤ちゃん訪問の実施
研修会の開催
ケース対応会議の開催 特に環境変化,障害,

課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

研修会の充実
関係機関との連携
訪問が難しい家庭については、電話での様子
伺いや健診・予防接種等の利用状況確認等
により、育児状況の確認を行う。

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

・妊産婦や乳幼児への切れ目のない支援のさらなる充実のため、妊産婦及び乳幼児の状況把握や関係機関との連携体制の構築など、子育て世代包括支援センターの機能の充実が必要。
・核家族化や高齢出産により産前・産後に家族等から十分な家事や育児などの援助を受けることができない産婦等が増加している。
・少子化や地域連帯意識の希薄化などにより育児経験のないまま妊娠・出産を迎えることが多くなり、育児不安や心の不調を抱える母親（保護者）が増加している。
・新型コロナウイルス感染症への不安から、家庭訪問の承諾を得ることが難しい家庭がある。
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 4

実績値 達成年度 R４年度

％ 達成度

目標値 目標値 12

実績値 達成年度 令和4年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値 100

実績値 達成年度 令和4年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

【活動指標】とは…事業の具体的な活動量（アウトプット／「市」が何をしたか）
【成果指標】とは…事業実施により得られる成果（アウトカム／活動の結果、「市民等」がどうなったか）

目標達成度 指標名 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 最終目標

4 4

4 1 4

活動指標

（3つまで設定可）

産後うつに関する研修
会の開催回数

回
4 4 4

100 25 100

定例研修会の開催回
数

12 12

12 12 12

指標の種類 5:現状維持を目指す指標（増を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

研修会開催を継続することが保健師全体の産後うつへの対応能力向
上となり、妊産婦訪問の質の向上になると考えるため

本指標の設定理由
保健師を対象に研修を行うことが、産後うつの早期発見や早期支援に
つながり、子どもの健やかな発育や育児支援となるため

指標の種類 5:現状維持を目指す指標（増を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

訪問を実施する母子保健推進員を対象とする研修会を定期的に実施
することが、こんにちは赤ちゃん訪問の質の向上になると考えるため

本指標の設定理由
訪問を実施する母子保健推進員の資質の向上が、継続支援を要する
母子の把握につながるため

100 100 100

回
12 12 12

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

100 100

100 100 100

成果指標

（3つまで設定可）

乳児家庭全戸訪問等
による乳児の全数把
握割合

％
100 100 100

100 100 100

指標の種類 5:現状維持を目指す指標（増を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

対象となる全ての乳児家庭の養育状況を把握する。

本指標の設定理由
乳児家庭全戸訪問等による乳児の全数把握１００％の維持を目指すこ
とで、支援が必要な産婦や乳児を把握し、支援提供に繋げるため

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

上記指標の実績に対
する評価（達成又は未
達成要因の分析）

活動指標 産後うつに関する研修会の開催回数、定例研修会の開催回数は100％達成している。

成果指標 乳児家庭全戸訪問は、ほぼ１００％達成している。

上記の指標以外に,指標では表すことができな
い定性的な成果がある場合,その内容

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＢ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主査 主査

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主査 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

11221 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 16 ～ 令和 2

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

2 2

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 健康支援担当 911-1810

白石　浩人　 渡部　将康

金指　巖 中津　淳 三好　幸子 清水　真也

事務事業名
（施策コード） 不妊治療費助成事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

1:直営

中津　淳 三好　幸子 川田　晃嗣

令和元年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 健康支援担当 911-1810

松原　ゆき

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

212

個別プログラム 笑顔を育むプログラム

政策 地域全体で子育てを支える社会をつくる 重点プロジェクト 出会いから子どもの成長まで「つながる未来を応援するまちづくり」プロジェクト

施策 出会いからの環境整備 主な取り組み 安心して出産・子育てができる環境の整備

主な取り組み 妊娠・出産支援の充実

市長公約 112

子育て環境を充実し、子どもたちの未来を応援する松山をつくります

取り組みの柱

②妊娠・出産支援の充実

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 母子保健医療対策総合支援事業実施要綱、松山市不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱、松山市一般不妊治療費等助成事業実施要綱

事業の目的
（どのような状態にするか）

　子どもを持ちたいと望む夫婦の経済的負担を軽減するため、特定不妊治療の費用の助成を行うとともに、不妊に悩む方を対象とした相談や不妊に関する情報を発信し、合計特殊出生率の
向上につなげるもの。

安心して妊娠・出産を迎えるための環境整備
中学生までの医療費の無料化を実現します。また、子育て世代包括支援センターの充実や産後ケアの推
進、小児救急医療体制の堅持など、安心して出産や子育てができる環境を整えます。

総合戦略 2221

②つながる未来を応援する（少子化対策）

取組み

①子育て世代包括支援センターの設置、産前・産後サポート事業及び産後ケア
事業の実施などについて検討し、妊娠・出産の包括的な支援に取り組みます。
また、不妊治療費の助成に取り組むとともに、若い世代が妊娠・出産に関する知
識を習得する機会の創出に取り組みます。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

1:有り②結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の充実

背景
（どのような経緯で開始した

か）

　特定不妊治療に係る高額な治療費の経済的負担の軽減を図るため、平成16年3月31日雇児発第0331003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「特定不妊治療費助成事業の実施
について」により、国から助成制度が示されたことから、「松山市不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱」を平成16年5月27日に制定し、特定不妊治療を行った夫婦を対象とした助成
を平成16年4月1日より開始。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

　不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精（以下「特定不妊治療」という。）は、１回の治療費が高額で経済的負担が重いため、特定不妊治療を行った夫婦を対象にその費用の全部または
一部を助成する。

受益者負担の状況 負担の有無 3:負担する性質でない
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

H30年度 R元年度 R2年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 130,981 130,737 153,820

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

一般会計 衛生費 保健所費 保健指導費 R元 予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 129,913 127,417

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 57,190 57,362 56,576

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

特定不妊治療費助成に係る扶助費：126,312千円 特定不妊治療費助成に係る扶助費：129,925千円
一般不妊治療費徐栄に係る扶助費：  23,500千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

その他 0 0 0

一般財源 72,723 70,055 97,244

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

申請件数は、近年、同程度で推移。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 松山創生人口100年ビジョン・先駆け戦略で推進している合計特殊出生率の向上（1.36→1.54）に向けた施策の事業

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 1,068 3,320

主な取組み内容

特定不妊治療を行った夫婦に対し、費用の全部または一部を助成

R2年度の目標

引き続き、制度の周知を図り、子どもを持ちた
いと望む夫婦の経済的負担の軽減を図る

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

助成制度の周知啓発、国の制度改正に合わ
せた要綱の改正

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

少子化対策の一環として、「松山市一般不妊
治療費等助成事業実施要綱」を令和2年3月
31日に制定し、一般不妊治療を受けた夫婦を
対象とした助成を令和2年4月1日より開始。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う対象年
齢等の各種緩和措置について、国の動向を踏
まえ検討。

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、治療の延期等を余儀なくされることが想定される。
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 350

実績値 達成年度 R3年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値 630

実績値 達成年度 R3年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

【活動指標】とは…事業の具体的な活動量（アウトプット／「市」が何をしたか）
【成果指標】とは…事業実施により得られる成果（アウトカム／活動の結果、「市民等」がどうなったか）

目標達成度 指標名 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 最終目標

350 350

350 331 309

活動指標

（3つまで設定可）

採卵を伴う凍結胚移
植上乗せ助成件数

件
270 350 350

130% 95% 88%

指標の種類 5:現状維持を目指す指標（増を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

現状維持を目指す指標のため、過年度の実績値を目標値に設定

本指標の設定理由
H26年度から市単独の助成金の上乗せを開始したため。

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

630 630

629 630 637

成果指標

（3つまで設定可）

治療費助成件数
件

630 629 630

100% 100% 101%

指標の種類 5:現状維持を目指す指標（増を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

現状維持を目指す指標のため、過年度の実績値を目標値に設定

本指標の設定理由
子どもを持ちたいと望む夫婦の経済的負担の軽減を目的とした事業の
ため

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

上記指標の実績に対
する評価（達成又は未
達成要因の分析）

活動指標
目標値には及ばなかったものの、本市独自に上乗せ助成している治療法（採卵を伴う凍結胚移植）の助成件数は、全体の助成件数の５割超となっており、ニーズは高
いと思われる。未達成要因としては、特定不妊治療の中でも特に治療費が高額なこともあり、助成対象者がどの治療法を選択するかによるところが大きい。

成果指標 医療機関や広報紙、HP等で周知を図ることにより、目標値を上回ることができた。

上記の指標以外に,指標では表すことができな
い定性的な成果がある場合,その内容

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＢ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主査 主任

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

12111 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 1:有り

平成 19 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

↑

2 1

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 生涯健康づくり担当 911-1814

白石　浩人 渡部　将康

金指　巖 鈴木　良 横内　亜紀

事務事業名
（施策コード） 高齢者健康づくり支援事業

1-2:自治事務（できる
規定あり）

1:直営

鈴木　良 山本　美和 田村　直子

令和元年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 生涯健康づくり担当 911-1814

松原　ゆき

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

321

個別プログラム 笑顔を守るプログラム

政策 暮らしを支える福祉を充実する 重点プロジェクト 誰もが健康で自分らしく「いきいきと暮らせるまちづくり」プロジェクト

施策 高齢者福祉の充実 主な取り組み 健康寿命の延伸

主な取り組み 高齢者の健康維持の推進

市長公約 211

誰もが自分らしく、いきいきと暮らせる松山をつくります

取り組みの柱 介護予防および心身機能の維持・向上
高齢者の外出機会の創出をはじめ、各種健康相談や健診の充実など、全ての世代の健康づくり活動を
推進し、健康寿命の延伸を目指します。

総合戦略 5231

⑤暮らしと経済を守る（暮らしと経済まちづくり）

取組み

①生涯を通じた生活習慣病予防に重点を置き、乳幼児期から高齢期までライフ
ステージに合わせた健康づくりに取り組むとともに、各地域で自主的に行われて
いる健康づくり活動を支援します。また、年齢や体力に応じて、健康維持・増進
につながる運動やスポーツをする機会を提供します。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

2:無し②安心で健康な暮らしの確保

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

概ね65歳以上の地域の高齢者グループや住民グループ等に、出前健康教育や口腔機能に関する講演会の開催のほか、まつイチ体操をする運動自主グループの育成支援などを行う。

③健康寿命の延伸

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 介護保険法、同法施行令、歯科口腔保健の推進に関する法律、第７期松山市高齢者福祉計画、介護保険事業計画

受益者負担の状況 負担の有無 1:有り
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

運動自主グループの実施会場等の使用料等を負担

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

介護予防に関する知識の普及啓発や住民の主体的なグループの育成・支援を行い、要介護になることを予防するために実施する。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

要介護認定者数及び介護給付費の増加に対応するため、平成18年度の介護保険制度改正により創設された地域支援事業に基づき、介護予防に資する基本的な知識の普及啓発を開始し
た。

松山市介護保険事業特別会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防・日常生活支援総合事業費 R元 予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 7,030 5,030 5,458

決算額 (B)　（単位：千円） 4,373 4,262

一般財源 547 533 682

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料：703千円
印刷製本費：626千円
消耗品費：166千円

給料：1,991千円
委託料：1,657千円
報償費：372千円

0 0 0

その他 2,129 2,081 2,731

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 1,150 1,115 1,363

県支出金 547 533 682

主な取組み内容

・出前健康教育の実施
・口腔機能の改善や向上に関する講演や歯科衛生士による口腔衛生指導及び摂食・嚥下機能訓練等の実施
・松山市地域保健推進協力会によるスマイルウォーキングやまつイチ体操体験会の実施
・まつイチ体操をする運動自主グループの育成支援

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

まつイチ体操をする運動自主グループ数が目標を達成している。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 2,657 768

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

高齢者人口の増加

R2年度の目標

まつイチ体操をする運動自主グループの増加
（目標グループ数：3１0）

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・出前健康教育の実施
・口腔機能向上の講演会の開催
・スマイルウォーキング・まつイチ体操体験会
の実施
・まつイチ体操をする運動自主グループの育
成と支援

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

介護予防や高齢者の外出機会の創出のた
め、運動自主グループの育成支援を行い、ま
つイチ体操の更なる普及に努める。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由
健康づくりに関心のある高齢者グループに健康情報を提供し、自らが健康づくりに取り組めるような支援ができている。
まつイチ体操をする運動自主グループが増加し、普及が進んでいる。

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 30

実績値 達成年度 R4年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値 350

実績値 達成年度 R4年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

【活動指標】とは…事業の具体的な活動量（アウトプット／「市」が何をしたか）
【成果指標】とは…事業実施により得られる成果（アウトカム／活動の結果、「市民等」がどうなったか）

目標達成度 指標名 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 最終目標

20 30

- - 53

活動指標

（3つまで設定可）

まつイチ体操体験会
数（年間）

数
- - -

- - -

指標の種類 1:単年度での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

第6次松山市総合計画の指標を達成するため
※令和2年度から活動指標を変更

本指標の設定理由
第6次松山市総合計画の指標を基に設定

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

310 330

126 241 290

成果指標

（3つまで設定可）

まつイチ体操継続自
主グループ累計数

数
90 150 280

140 161 104

指標の種類 3:累計での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

運動自主グループの活動支援を継続して行うことでグループ数を維持
しながら、新規グループの立ち上げを支援し、累計増を目指す。
※第6次松山市総合計画の目標値と異なっているのは、目標値を達成
しており、事務事業シートを上方修正したため。

本指標の設定理由
第6次松山市総合計画の指標を基に設定

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

上記指標の実績に対
する評価（達成又は未
達成要因の分析）

活動指標 本市の理学療法士が考案した「まつイチ体操」をする運動自主グループの育成支援に取り組んだことで、新規グループ数が増加した。

成果指標 運動自主グループの新規グループの増加と、既存グループの継続により、目標を達成した。

上記の指標以外に,指標では表すことができな
い定性的な成果がある場合,その内容

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＢ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主査 主任

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主査 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

13111 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 1:有り

平成 13 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

2 1

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 生涯健康づくり担当 911-1855

白石　浩人 渡部　将康

金指　巖 鈴木　良 山本　美和 八木　麻衣

事務事業名
（施策コード） 生涯健康づくり推進事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

1:直営

鈴木　良 八木　麻衣 乗松　千歳

令和元年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 生涯健康づくり担当 911-1814

松原　ゆき

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

321

個別プログラム 笑顔を守るプログラム

政策 生涯にわたって安心な暮らしをつくる 重点プロジェクト 誰もが健康で自分らしく「いきいきと暮らせるまちづくり」プロジェクト

施策 健康づくりの推進 主な取り組み 健康寿命の延伸

主な取り組み 健康づくり活動への支援

市長公約 211

誰もが自分らしく、いきいきと暮らせる松山をつくります

取り組みの柱 健康管理の支援
高齢者の外出機会の創出をはじめ、各種健康相談や健診の充実など、全ての世代の健康づくり活動を
推進し、健康寿命の延伸を目指します。

総合戦略 5232

⑤暮らしと経済を守る（暮らしと経済まちづくり）

取組み
②個人の健康づくり活動を支援する人材の育成や、健康づくりにつながる適切
な情報発信を行うなど、健康意識向上を目指します。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

2:無し②安心で健康な暮らしの確保

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

市民を対象に、出前健康教育やヘルスボランティア養成研修会などの健康増進事業の実施や、心身の健康や食物・栄養に関する相談に応じる健康相談・栄養相談などを行う。

③健康寿命の延伸

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 健康増進法、同法施行規則、松山市健康増進計画

受益者負担の状況 負担の有無 3:負担する性質でない
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

松山市健康増進計画に基づき、市民一人ひとりの生涯にわたる心と身体の健康の保持増進のため、ライフステージに合わせた健康づくりや、健康づくりのための社会環境の整備を図り、だ
れもが自分らしくいきいきとした健康な生活ができることを目指している。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

健康増進法第3条で、「地方公共団体は、教育活動及び広報活動を通じた健康の増進に関する正しい知識の普及、健康の増進に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究の推
進並びに健康の増進にかかわる人材の養成及び資質の向上を図るとともに、健康増進事業実施者その他の関係者に対し、必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。」と規定
されていることから、関連する事業を実施し、市民の健康の保持増進を図ることとした。

一般会計 衛生費 保健所費 保健指導費 R元 予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 1,412 6,329 4,976

決算額 (B)　（単位：千円） 955 4,805

一般財源 647 2,762 3,694

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

賃金：2,780千円
印刷製本費：433千円
通信運搬費：604千円

消耗品費：1,470千円
印刷製本費：1,467千円
通信運搬費：766千円

0 0 0

その他 0 3 0

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 308 814 1,063

県支出金 0 1,226 219

主な取組み内容

・「松山市健康増進計画」の推進のための懇談会　・松山城登頂ウォーキング　・出前健康教育　・禁煙・受動喫煙防止対策
・まつやま・もっと野菜を！プロジェクト　・ヘルスボランティア養成研修会　・市民公開講座の実施
・健康相談・栄養相談　・訪問指導　・栄養指導

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

予定していた事業を実施したことで、健康増進計画の推進を図ることができ、医療機関や企業と連携した
講座などを通じて以前より働き盛りの年代への周知啓発の場を広げることができた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

栄養相談・指導事業及び成人保健事業と統合

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 457 1,524

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

望まない受動喫煙を防止するため、平成30年7月に改正健康増進法が交付され、令和元年7月から学校や病院、児童福祉施設等が敷地内禁煙に、令和2年4月から事業所や工場、飲食店
など、多数の方が利用する施設は原則屋内禁煙になった。

R2年度の目標

健康寿命の延伸

　参考：平成30年度の平均自立期間（国保
データベース（KDB）システムより）
　　　　男性：79.1歳
　　　　女性：83.8歳

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・従業員や、その家族の健康づくりや市の健康
づくり事業に協力する「松山市健康づくり応援
パートナー登録事業」の実施
・健診受診や日常生活での健康づくりなどに
取り組むことで、ポイントを付与し、抽選で景品
を提供する「健康マイレージ事業」の実施

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

改正健康増進法の内容を市民や事業者に周
知啓発を行うとともに、違反者に指導等を実施
する。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 働き盛り世代の青壮年期や高齢期など、ライフステージに合わせた健康づくり事業を実施し、市民の健康の保持増進を図ることができた。

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 120

実績値 達成年度 R4年度

％ 達成度

目標値 目標値 1,800

実績値 達成年度 R4年度

％ 達成度

目標値 目標値 510

実績値 達成年度 R4年度

％ 達成度

目標値 目標値 6,000

実績値 達成年度 R4年度

％ 達成度

目標値 目標値 66

実績値 達成年度 R4年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

【活動指標】とは…事業の具体的な活動量（アウトプット／「市」が何をしたか）
【成果指標】とは…事業実施により得られる成果（アウトカム／活動の結果、「市民等」がどうなったか）

目標達成度 指標名 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 最終目標

120 120

- 60 89

活動指標

（3つまで設定可）

周知啓発の箇所数
箇所

- 80 90

- 75 99

健康相談の実施人数

1,800 1,800

1,991 1,744 1,047

指標の種類 1:単年度での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

「松山市健康増進計画」最終評価年度に合わせて、目標年度を設定。
今後は働く世代向けの周知啓発を強化し、啓発個所の増加を目指
す。本指標の設定理由

「松山市健康増進計画」の内容を周知することで、健康教育の参加に
つなげ、市民の主体的な健康づくりを推進するため。

指標の種類 5:現状維持を目指す指標（増を良しとする）

最終目標値の
設定の考え方

単に相談件数が増加すればよいものではなく、相談によって解決に向
かう者、また新たな悩みがある者が入れ替わることから、一定の相談が
あることが、市民の健康づくりに役立つ指標になると考えるため。

本指標の設定理由

健康相談は、匿名での多様な健康に関する相談に対応するものであ
り、一定の相談件数があることは市民の健康についての悩みの解決に
なるため。

- - 58

人
- - 1,800

指標の種類 5:現状維持を目指す指標（増を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

単に相談件数が増加すればよいものではなく、相談・指導によって健
康の回復に向かう者、また新たな指導等が必要な者が入れ替わること
から、一定の相談があることが、市民の健康づくりに役立つ指標になる
と考えるため。

本指標の設定理由
栄養相談は、栄養・食生活に関する相談や指導を行うものであり、一
定の相談件数があることは市民の健康の回復になるため。

510

- 504 436栄養相談の実施人数
人

- - 510 510

- - 85

6,000 6,000

3,828 3,125 2,696

成果指標

（3つまで設定可）

健康教育の参加者数
人

6,000 6,000 6,000

64 52 45

病態栄養相談時、行
動変容や改善して終
了した方の割合

62 64

- 58

指標の種類 1:単年度での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

「松山市健康増進計画」最終年度に合わせて、目標年度を設定。市民
への周知啓発を強化し、健康教育の参加者数の増加を目指す。

本指標の設定理由
健康に関する正しい知識の普及と市民の健康意識の向上を図り、主
体的な健康づくりを推進するため。

指標の種類 1:単年度での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

「松山市健康増進計画」最終年度に合わせて、目標年度を設定。平成
30年度の実績から令和4年度まで増加を目指す。

本指標の設定理由
栄養相談を受けたことで、行動変容や改善を図り、健康の保持増進に
努める方の増加を目指す。

- - 90

％
- - 60

54

上記指標の実績に対
する評価（達成又は未
達成要因の分析）

活動指標
周知啓発の箇所数は、ほぼ目標を達成することができた。また、健康相談と栄養相談の実施人数の減少は、主に乳幼児に関する相談の減少が要因で、これは、市役
所や保健所に設置した妊娠期から子育て期までの支援拠点である「すくすく・サポート」が対応したことによる。

成果指標 健康教育の参加者数の減少の主な要因は、前年度より依頼が少なかったこと、及び新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、集団教育が中止になったことによる。

上記の指標以外に,指標では表すことができな
い定性的な成果がある場合,その内容

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主査 主任

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主査 歯科衛生士

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

13111 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 30 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

↑

2 1

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 健診担当 911-1819

白石　浩人 渡部　将康

金指　巖 中津　淳 清水　真也 渡邊　令子

事務事業名
（施策コード） ドナー制度普及啓発事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

5:補助金・負担金

安部　隆文 清水　真也 久保田　麻矢

令和元年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 健康支援担当 911-1810

松原　ゆき

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 生涯にわたって安心な暮らしをつくる 重点プロジェクト -

施策 健康づくりの推進 主な取り組み -

主な取り組み 健康づくり活動への支援

市長公約

-

取り組みの柱 健康管理の支援 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

・骨髄バンク事業で骨髄等を提供したドナーへ補助金を支出
・市民へ登録機会を提供するため、骨髄バンクドナー登録会・献眼登録会を実施
・「はたちの献血キャンペーン」や「臓器移植普及推進月間」にあわせて、市有施設のほか市内の大学や高等学校などへの啓発ポスターの配布等を実施

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律、松山市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律、臓器
の移植に関する法律

受益者負担の状況 負担の有無 3:負担する性質でない
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

骨髄等（骨髄又は末梢血幹細胞）の移植の推進及びドナー登録者の増加を図るため骨髄ドナーへ助成金を交付するほか、骨髄バンクドナー登録会や献眼登録会、献血・臓器移植の啓発
活動、アイバンク賛助団体としての協力など、各制度の普及啓発を行うことで、市民の各移植等（献血・骨髄移植・臓器移植等）への理解を深める。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

各法律（【骨髄バンク】移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律・【献血】安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律・【臓器移植】臓器の移植に関する法律）によ
り、行政の責務として各移植事業への理解を深めるために必要な処置を講ずることとされたため、保健所を設置した平成１０年度から各啓発活動を開始。
平成30年度から骨髄等移植ドナー支援事業助成金を開始するに伴い、各啓発活動も本事業に集約した。

一般会計 衛生費 保健所費 保健事業費 R元予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 643 643 641

決算額 (B)　（単位：千円） 346 730

一般財源 276 330 361

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

ドナーへの助成金：660千円
愛媛アイバンク賛助会費：50千円
通信運搬費：11千円

ドナーへの助成金：560千円
愛媛アイバンク賛助会：50千円
通信運搬費：22千円

0 0 0

その他 0 0 0

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金 70 400 280

主な取組み内容

・骨髄等移植ドナー支援事業助成金の支出
・骨髄バンクドナー登録会・献眼登録会の実施
・はたちの献血キャンペーン・臓器移植普及推進月間等での啓発
・愛媛アイバンク賛助会費の支出

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

骨髄等移植ドナー支援事業助成金については、関係機関の協力もあり、５件の実績があった。
また、骨髄バンクドナー登録会をはじめ、各啓発活動も当初の予定どおり実施できた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用による増あり

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 297 -87

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特に無し

R2年度の目標

骨髄等移植ドナー支援事業助成により骨髄等
の移植が推進されるよう周知に努め、４件の申
請を目指す。また、各移植等に対する理解が
深まるよう周知・啓発を実施する。 R2年度の

主な取組み内容
（予定含む）

・骨髄等移植ドナー支援事業助成金の支出
・骨髄バンクドナー登録会・献眼登録会の実
施
・「はたちの献血キャンペーン」・「臓器移植普
及推進月間」等での啓発
・愛媛アイバンク賛助会費の支出

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特に無し

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 骨髄バンクドナー登録会・献眼登録会の実施により、それぞれ新規登録があった。

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＢ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主任 栄養士

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 栄養士 栄養士

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

13112 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 18 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

2 1

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 生涯健康づくり担当 911-1859

白石　浩人 渡部　将康

金指　巖 鈴木　良 乗松　千歳 長谷　葉子

事務事業名
（施策コード） 食育推進事業

1-4:自治事務（義務規
定あり）

1:直営

鈴木　良 乗松　千歳 長谷　葉子

令和元年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 生涯健康づくり担当 911-1859

松原　ゆき

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 生涯にわたって安心な暮らしをつくる 重点プロジェクト -

施策 健康づくりの推進 主な取り組み -

主な取り組み 健康づくり活動への支援

市長公約

-

取り組みの柱 食生活の改善支援 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

2:無し-

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

乳幼児から高齢者までの幅広い世代を対象に、ライフステージにあわせた各種教室及び講座（講話・実習）等を実施し、食生活の基本的知識を伝達する。

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 食育基本法、同法施行規則、松山市食育推進会議条例、第3次松山市食育推進計画

受益者負担の状況 負担の有無 1:有り
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

調理実習を実施する場合、一部食材費を受益者負担としている。なお、金額については食材や量によっ
て変動するため一律ではない。

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

松山市食育推進計画に基づき、市民一人ひとりが食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって健康な心身と豊かな人間性を育む。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

平成17年に食育基本法が制定され、地方公共団体に食育の推進に関する自主的な施策の策定や実施する責務が規定されたことに伴い、事業を開始した。なお、事業の推進成果につい
て、5年ごとに実施する松山市民意識調査の結果等から評価しており、改善傾向に繋がっていると評価できる。

一般会計 衛生費 保健所費 保健事業費 R元 予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 2,827 2,147 2,673

決算額 (B)　（単位：千円） 1,925 1,759

一般財源 1,227 1,025 1,777

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料：1,085千円
消耗品費：342千円
委員報償：125千円

委託料：1,166千円
印刷製本費：600千円
消耗品費：460千円

0 0 0

その他 47 32 106

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金 651 702 790

主な取組み内容

・食生活改善を中心とした健康増進に関する基礎知識等を学習する栄養学級の実施
・地域に密着した市民食育講座の実施
・地元食についての講話と調理実習を親子で学ぶ郷土料理講習会の開催
・地域で食育を推進する食生活改善推進員を対象に研修を実施
・各種イベント等での食育の啓発

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

各種事業を実施し、食育の推進を図ることができた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 902 388

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

・日本人の食事摂取基準の改訂（4月～）
・国の第3次食育推進基本計画の取り組み最終年及び次期計画の検討年（R2）

R2年度の目標

第3次松山市食育推進計画に基づき、食育に
関わる関係分野と連携しながら食育を推進す
る。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・食育推進会議団体との連携及び推進
・地域に密着した講座の実施
・各種イベント等での食育の啓発
・日本人の食事摂取基準2020年版に沿った啓
発資料の作成
・第3次松山市食育推進計画の評価項目等に
ついて検討

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

・日本人の食事摂取基準２０２０年版の改訂に
伴う啓発資料等の見直しを行う
・国の次期食育推進基本計画の状況を確認し
ながら市食育推進計画の評価項目について
検討する

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 事業の目的である食に関する知識の普及により、食育推進計画の基本的目標を定めた現状値から目標値に近づいているため。

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 36

実績値 達成年度 R4年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値 25

実績値 達成年度 Ｒ４年度

％ 達成度

目標値 目標値 45

実績値 達成年度 Ｒ4年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

【活動指標】とは…事業の具体的な活動量（アウトプット／「市」が何をしたか）
【成果指標】とは…事業実施により得られる成果（アウトカム／活動の結果、「市民等」がどうなったか）

目標達成度 指標名 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 最終目標

36 36

37 37 36

活動指標

（3つまで設定可）

市民食育講座（体験
型）実施回数

回
37 37 36

100 100 100

指標の種類 5:現状維持を目指す指標（増を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

市内全域での啓発とするため、松山市食生活改善推進協議会の各支
部で1回ずつ実施する

本指標の設定理由
地域で食育の推進を行うため、重要な取り組みである

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

― ―

34 ― ―

成果指標

（3つまで設定可）

朝食を欠食する人の
割合の減少

％
25 ― ―

73 ― ―

バランスのとれた食事
（主食・主菜・副菜）を
そろえて食べている人
の割合の増加

― ―

41 ―

指標の種類 4:累計での減少を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

第3次松山市食育推進計画に基づく指標

本指標の設定理由
第3次松山市食育推進計画に基づく指標であるため

指標の種類 3:累計での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

第3次松山市食育推進計画に基づく指標

本指標の設定理由
第3次松山市食育推進計画に基づく指標であるため

91 ― ―

％
45 ― ―

―

上記指標の実績に対
する評価（達成又は未
達成要因の分析）

活動指標 市民食育講座は、松山市食生活改善推進協議会と協力して目標を達成できた。

成果指標
朝食欠食の割合は、特に若い世代への朝食摂取の周知・啓発を中心に行う必要があると考えられる。
バランスのとれた食事をそろえて食べる割合は、前回調査から改善傾向のため継続した啓発を行う。

上記の指標以外に,指標では表すことができな
い定性的な成果がある場合,その内容

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＢ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 副主幹 主任

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 副主幹 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

13121 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

昭和 58 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

1 1

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 健診担当 911-1819

白石　浩人 渡部　将康

金指　巖 安部　隆文 須山　美奈加 久保田　麻矢

事務事業名
（施策コード） がん対策事業（がん検診）

1-3:自治事務（努力規
定あり）

2:委託

安部　隆文 須山　美奈加 久保田　麻矢

令和元年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 健診担当 911-1819

松原　ゆき

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

321

個別プログラム 笑顔を守るプログラム

政策 生涯にわたって安心な暮らしをつくる 重点プロジェクト 誰もが健康で自分らしく「いきいきと暮らせるまちづくり」プロジェクト

施策 健康づくりの推進 主な取り組み 健康寿命の延伸

主な取り組み 予防医療の充実

市長公約 211

誰もが自分らしく、いきいきと暮らせる松山をつくります

取り組みの柱

③健康寿命の延伸

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等
健康増進法第19条、健康増進法施行規則、新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業実施要綱、松山市がん検診推進事業実施要綱、松山市保健事業に係る汽船旅
客運賃助成事務取扱要領、松山市がん検診の実施に関する要綱、松山市がん検診費用助成実施要綱、松山市がん検診及び18歳からの健診事業実施に係る自己負担金免除
事務取扱要領

事業の目的
（どのような状態にするか）

市民がいつでも受診しやすい環境整備を図る等により、がん検診の受診率を引き上げ、がんの早期発見、早期治療によりQOL（生活の質）向上や死亡率減少効果につなげる。

疾病の早期発見・早期治療
高齢者の外出機会の創出をはじめ、各種健康相談や健診の充実など、全ての世代の健康づくり活動を
推進し、健康寿命の延伸を目指します。

総合戦略 5231

⑤暮らしと経済を守る（暮らしと経済まちづくり）

取組み

①生涯を通じた生活習慣病予防に重点を置き、乳幼児期から高齢期までライフ
ステージに合わせた健康づくりに取り組むとともに、各地域で自主的に行われて
いる健康づくり活動を支援します。また、年齢や体力に応じて、健康維持・増進
につながる運動やスポーツをする機会を提供します。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

2:無し②安心で健康な暮らしの確保

背景
（どのような経緯で開始した

か）

本市の死因の第1位はがんであり、増加傾向にあることから、国の「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」に基づき各種がん検診事業を実施することとした。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

市民への各種がん検診を実施するため、一般社団法人松山市医師会、愛媛県厚生農業協同組合連合会、公益財団法人愛媛県総合保健協会へ業務委託している。
胃がん検診（50歳以上・胃部エックス線撮影は毎年、胃内視鏡検診は隔年）、肺がん検診（40歳以上・胸部Ｘ線デジタル撮影）、大腸がん検診（40歳以上・便潜血2日法）、乳がん検診（40歳
以上女性・隔年・マンモグラフィ検査）、子宮頸がん検診（20歳以上女性・隔年・視診+細胞診+内診）、前立腺がん検診（50歳以上・ＰＳＡ前立腺特異抗原検査）を実施。

受益者負担の状況 負担の有無 1:有り
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

胃がん検診（個別：3,500円集団：1,000円）、肺がん検診（個別：900円集団：800円）、大腸がん検診（個別：600円集団：
500円）、乳がん検診（個別：2,000円集団：1,200円）、子宮頸がん検診（個別：1,300円集団：800円）、前立腺がん検診
（集団：700円）

H30年度 R元年度 R2年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 263,163 226,545 334,649

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

一般会計 衛生費 保健所費 保健事業費 R元 予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 224,234 224,618

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 5,083 3,608 3,903

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

印刷製本費：1,250千円
通信運搬費：4,490千円
委託料：217,257千円

印刷製本費：1,422千円
通信運搬費：1,916千円
委託料：329,362千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

その他 0 0 42,360

一般財源 219,151 221,010 288,386

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

予定通りに検診を実施したほか、「ナッジ理論」を活用した受診勧奨・再勧奨通知など新たな取り組みもで
きた。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 ・がん検診を受診することで早期にがんが発見され、早期治療に繋がっている。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 38,929 1,927

主な取組み内容

・がん検診の実施、クラウドを導入し胃内視鏡検査読影体制の整備
・子宮頸、乳がん検診で対象者への検診無料クーポンの配布
・「ナッジ理論」を活用した受診勧奨・再勧奨通知
・託児付レディースデイなど、受診しやすい環境の整備
・個別医療機関での受診票をメールで受付開始

R2年度の目標

・新型コロナウイルス感染拡大による検診の中
止等により市民の混乱が起きないよう、周知を
行う。また、実施する際には、感染防止に努
め、各検診機関とも連携を図る。
・がんに対する知識の啓発に努める。
・新たに始める若年がん患者への在宅支援策
及び小児がん患者への予防再接種の支援策
の周知に努める。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・各がん検診の実施、クーポン券の配布
・データを活用した効果的な受診勧奨の実施
・託児付検診の実施等、受診環境の整備
・介護保険制度などの対象とならない若年が
ん患者への支援として「若年がん患者在宅療
養支援事業」を実施
・小児がん治療で行う骨髄移植等で、接種済
みの定期予防接種の効果が期待できないと診
断され、任意で改めて予防接種を受ける者に
対する費用助成の実施

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

新型コロナウイルス感染拡大防止を第一に、
検診実施の有無を適切に判断し、感染拡大を
防止する。

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、各種がん検診の中止などの影響が出ており、検診の機会が減少する恐れがある。
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 100%

実績値 達成年度 R４年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値 25.0%

実績値 達成年度 R４年度

％ 達成度

目標値 目標値 90.0

実績値 達成年度 R４年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

集計後に評価する。精検受診率は保健所・検診実施機関からの未受診者への再受診勧奨を実施することで達成に近づいている。

【活動指標】とは…事業の具体的な活動量（アウトプット／「市」が何をしたか）
【成果指標】とは…事業実施により得られる成果（アウトカム／活動の結果、「市民等」がどうなったか）

目標達成度 指標名 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 最終目標

100% 100%

100% 100% 100%

活動指標

（3つまで設定可）

精検受診勧奨率
％

100% 100% 100%

100% 100% 100%

指標の種類 5:現状維持を目指す指標（増を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

現状維持を目指す指標のため、過去の実績値を目標値に設定。

本指標の設定理由
精検受診率を維持するために精検勧奨が必要である。

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

25.0% 25.0%

27.2% 集計中 集計中

成果指標

（3つまで設定可）

松山市民のがんによる
死亡率

％
26.0% 25.5% 25.0%

95.6% ― ―

精検受診率

90.0% 90.0%

81.3% 87.1%

指標の種類 4:累計での減少を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

がんによる死亡率減少を目指す。

本指標の設定理由
がんの精検受診率が向上することにより、がんによる死亡率が減少す
る。

指標の種類 5:現状維持を目指す指標（増を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

国のがん対策推進基本計画の目標精検受診率設定

本指標の設定理由
国のがん対策推進基本計画に設定されている目標値である。

90.3% 96.8% ―

％
90.0% 90.0% 90.0%

集計中

上記指標の実績に対
する評価（達成又は未
達成要因の分析）

活動指標 精検結果未把握者へ受診勧奨を確実に行うことができ、目標は達成されている。

成果指標

上記の指標以外に,指標では表すことができな
い定性的な成果がある場合,その内容

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＢ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主査 主任

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主任 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

13121 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 30 ～ 令和 3

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

2 2

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 健診担当 911-1819

白石　浩人 渡部　将康

金指　巖 安部　隆文 樋ノ口　実加 鷹尾　安紘

事務事業名
（施策コード） がん対策事業（中学２年生へのピロリ菌検査）

1-1:自治事務（実施規
定なし）

2:委託

安部　隆文 清水　真也 樋ノ口　実加

令和元年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 健診担当 911-1819

松原　ゆき

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

321

個別プログラム 笑顔を守るプログラム

政策 生涯にわたって安心な暮らしをつくる 重点プロジェクト 誰もが健康で自分らしく「いきいきと暮らせるまちづくり」プロジェクト

施策 健康づくりの推進 主な取り組み 健康寿命の延伸

主な取り組み 予防医療の充実

市長公約 211

誰もが自分らしく、いきいきと暮らせる松山をつくります

取り組みの柱

③健康寿命の延伸

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 松山市健康増進計画

事業の目的
（どのような状態にするか）

生徒が健康と命の大切さについて自ら学び、自らの健康を適切に管理できるようにすることはもちろん、中学生が本事業の案内等を家庭に持ち帰ることで、家族で生活習慣病予防やがん検
診の受診を考えるきっかけとなり、特定健診やがん検診等の受診率の向上に繋げる。

疾病の早期発見・早期治療
高齢者の外出機会の創出をはじめ、各種健康相談や健診の充実など、全ての世代の健康づくり活動を
推進し、健康寿命の延伸を目指します。

総合戦略 5231

⑤暮らしと経済を守る（暮らしと経済まちづくり）

取組み

①生涯を通じた生活習慣病予防に重点を置き、乳幼児期から高齢期までライフ
ステージに合わせた健康づくりに取り組むとともに、各地域で自主的に行われて
いる健康づくり活動を支援します。また、年齢や体力に応じて、健康維持・増進
につながる運動やスポーツをする機会を提供します。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

2:無し②安心で健康な暮らしの確保

背景
（どのような経緯で開始した

か）

子どもの頃から生活習慣病予防に取り組むため、小学４年生と中学１年生を対象に生活習慣病検診を実施しており、さらに胃がんのリスクであるヘリコバクター・ピロリなどの感染に関しても理
解を深めるため、中学２年生に対してピロリ菌検査を実施することとした。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

松山市内の中学２年生（市立29校、私立等8校）へのピロリ菌検査を実施し、株式会社愛媛臨検へ委託料を支出。

受益者負担の状況 負担の有無 2:無し
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

生活習慣病予防やがん検診への意識啓発などを目的としているため、検査の費用については無料として
いる。

H30年度 R元年度 R2年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 10,000 9,824 9,517

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

一般会計 衛生費 保健所費 保健事業費 R元 予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 4,312 5,325

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

報償費：72千円
通信運搬費：952千円
委託料：4,226千円

報償費：275千円
通信運搬費：1,163千円
委託料：7,979千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

その他 0 0 0

一般財源 4,312 5,325 9,517

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

ピロリ菌検査の対象を私立中学校に拡充するなど新たな取り組みも予定通り実施できた。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 本事業を実施することで、中学２年生及びその家族への生活習慣病予防の意識啓発を図ることができた。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 5,688 4,499

主な取組み内容

・松山市内の中学２年生（市立29校、私立等8校）へのピロリ菌検査の実施
・二次検査陽性者の保護者を対象とした説明会の開催

R2年度の目標

・新型コロナウイルス感染拡大の状況をみなが
ら、松山市内の中学２年生（市立29校、私立等
8校）へのピロリ菌検査を実施する。
・H30年度に実施したピロリ菌検査の全陽性者
に、フォローに関する案内を送付する。 R2年度の

主な取組み内容
（予定含む）

・松山市内の中学２年生（市立29校、私立等8
校）へのピロリ菌検査の実施
・二次検査陽性者の保護者を対象とした説明
会の開催
・H30年度に実施したピロリ菌検査の陽性者へ
のフォロー

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

・中学校の休校により、1次検査の実施が例年
より遅れるため、事業全体のスケジュールの見
直しを行う。
・陽性者への説明会等については、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止を第一に、関係者等
とも協議の上、実施を検討する。

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、中学校の休校などの影響が出ており、状況に応じた対応が必要である。
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 100%

実績値 達成年度 R３年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値 86.1%

実績値 達成年度 R３年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

【活動指標】とは…事業の具体的な活動量（アウトプット／「市」が何をしたか）
【成果指標】とは…事業実施により得られる成果（アウトカム／活動の結果、「市民等」がどうなったか）

目標達成度 指標名 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 最終目標

100% 100%

- - -

活動指標

（3つまで設定可）

過年度陽性者への
フォロー率

％
- - -

- - -

指標の種類 5:現状維持を目指す指標（増を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

過年度（2年前）の全陽性者へフォローを行う。

本指標の設定理由
過年度実施したピロリ菌検査の陽性者へのフォローを行う必要がある
ため。

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

86.1% 86.1%

- 86.1% 83.5%

成果指標

（3つまで設定可）

一次検査受検率
％

- - -

- ― ―

指標の種類 5:現状維持を目指す指標（増を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

現状維持を目指す指標のため、過去の実績値を目標値に設定。

本指標の設定理由
受検されることで胃がんのリスクであるヘリコバクター・ピロリなどの感染
に関して理解を深めてもらうため。

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

―

上記指標の実績に対
する評価（達成又は未
達成要因の分析）

活動指標 R2年度から目標設定した指標。

成果指標 ピロリ菌検査の対象を私立中学校に拡充したため、受検者数については前年度を上回っているが、受検率については若干下回った。

上記の指標以外に,指標では表すことができな
い定性的な成果がある場合,その内容

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＢ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 副主幹 主査

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 副主幹 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

13121 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 20 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

1 2

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 健診担当 911-1819

白石　浩人 渡部　将康

金指　巖 安部　隆文 須山　美奈加 鷹尾　安紘

事務事業名
（施策コード） 18歳からの健診事業

1-1:自治事務（実施規
定なし）

2:委託

安部　隆文 須山　美奈加 尾上　寛和

令和元年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 健診担当 911-1819

松原　ゆき

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 生涯にわたって安心な暮らしをつくる 重点プロジェクト -

施策 健康づくりの推進 主な取り組み -

主な取り組み 予防医療の充実

市長公約

-

取り組みの柱 疾病の早期発見・早期治療 -

総合戦略 5231

⑤暮らしと経済を守る（暮らしと経済まちづくり）

取組み

①生涯を通じた生活習慣病予防に重点を置き、乳幼児期から高齢期までライフ
ステージに合わせた健康づくりに取り組むとともに、各地域で自主的に行われて
いる健康づくり活動を支援します。また、年齢や体力に応じて、健康維持・増進
につながる運動やスポーツをする機会を提供します。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

2:無し②安心で健康な暮らしの確保

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

一般社団法人松山市医師会へ業務委託し、職場等で健康診査を受ける機会がない18歳から39歳の市民に対し、一般診査（問診、診察、血圧、身体測定、尿検査、血液検査、心電図）を実
施する。また、女性の希望者に対して骨粗しょう症検診（骨塩定量測定検査）を実施する。

③健康寿命の延伸

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 松山市18歳からの健診事業の実施に関する要領、松山市がん検診及び18歳からの健診事業実施に係る自己負担免除事務取扱要領

受益者負担の状況 負担の有無 1:有り
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

基本項目1,000円　　骨粗しょう症検診200円（オプション）

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

職場等で健診を受ける機会がない18歳から39歳までの市民を対象に、健康診査を実施することで健康への関心や生活習慣病予防の意識啓発を図ることを目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

平成9年度から、基本健康診査の対象とならない40歳未満の女性を対象とした「女性健康診査」を開始。平成20年度から特定健康診査が開始されたことを契機に、女性だけでなく男性も対
象とし、健康診査を受ける機会が少ない若い世代を対象とした「１８歳からの健康診査」を開始した。

一般会計 衛生費 保健所費 保健事業費 R元 予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 3,278 3,272 3,406

決算額 (B)　（単位：千円） 3,149 3,220

一般財源 3,149 3,220 3,406

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料：3,219千円 委託料：3,388千円

0 0 0

その他 0 0 0

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金 0 0 0

主な取組み内容

・健康診査の実施
・骨粗しょう症検診の追加実施
・幼児健診等の案内の際に周知

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

年度当初の取り組みは、予定通り実施することができた。

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 129 52

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特に無し

R2年度の目標

周知方法について工夫し、若い世代の認知度
を高め、受診者の増加を目指す。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・健康診査の実施
・骨粗しょう症検診の追加実施
・幼児健診対象者への案内チラシの配布
・委託先健診機関への協力依頼

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特に無し

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 健康診査の受診機会が少ない方へ健康診査を実施することで、健康への関心や生活習慣病予防の意識啓発を図ることができた。

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 72

実績値 達成年度 R3年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値 560

実績値 達成年度 R3年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

【活動指標】とは…事業の具体的な活動量（アウトプット／「市」が何をしたか）
【成果指標】とは…事業実施により得られる成果（アウトカム／活動の結果、「市民等」がどうなったか）

目標達成度 指標名 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 最終目標

72 72

72 72 72

活動指標

（3つまで設定可）

周知機会
回

72 72 72

100% 100% 100%

指標の種類 5:現状維持を目指す指標（増を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

幼児健診の案内時のチラシ同封と広報まつやま及びホームページで
の周知回数を目標値とする。

本指標の設定理由
受診者を増やすためには周知啓発を図ることが必要である。

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

560 560

527 543 547

成果指標

（3つまで設定可）

受診者数
人

530 530 530

99.4% 102.5% 101.3%

指標の種類 5:現状維持を目指す指標（増を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

健診実施機関の受入れ枠もあるが、受診者を増やすことを目指す。

本指標の設定理由
受診者を増やすことで、健康への関心や生活習慣病予防の意識啓発
を図る。

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

上記指標の実績に対
する評価（達成又は未
達成要因の分析）

活動指標 機会を逃すことなく周知を行うことができ、目標は達成されている。

成果指標 毎年度、周知を継続することにより、受診者数も年々増加しており、目標は達成されている。

上記の指標以外に,指標では表すことができな
い定性的な成果がある場合,その内容

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＡ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主査 主任

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 副主幹 担当者名 主任 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

13121 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

平成 21 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

↑

3 2

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 健診担当 911-1819

白石　浩人 渡部　将康

金指　巖 安部　隆文 樋ノ口　実加 鷹尾　安紘

事務事業名
（施策コード） 生活保護受給者への健診事業

1-3:自治事務（努力規
定あり）

2:委託

安部　隆文 清水　真也 樋ノ口　実加

令和元年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 健診担当 911-1819

松原　ゆき

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

個別プログラム -

政策 生涯にわたって安心な暮らしをつくる 重点プロジェクト -

施策 健康づくりの推進 主な取り組み -

主な取り組み 予防医療の充実

市長公約

-

取り組みの柱 疾病の早期発見・早期治療 -

総合戦略

-

取組み -

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

--

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

40歳以上の生活保護受給者（無保険者のみ）及び中国残留邦人等への健診機会を提供するため、一般社団法人松山市医師会に委託し、特定健康診査の法定項目に準ずる健康診査（診
察、身体計測、血圧測定、血液検査、尿検査）を指定医療機関にて実施する。
健診の結果、メタボリックシンドロームの該当者及び予備軍には担当課の看護師による保健指導を行う。

-

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 健康増進法第19条、健康増進法施行規則

受益者負担の状況 負担の有無 3:負担する性質でない
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

事業の目的
（どのような状態にするか）

生活保護受給者（無保険者のみ）や中国残留邦人等に対する支援給付受給者を対象に、健康診査を行い、メタボリックシンドローム該当者やその予備軍に保健指導を実施することで、生活
習慣病の予防の徹底を図ることを目的とする。

背景
（どのような経緯で開始した

か）

国の医療制度改革に伴い、平成20年度から各医療保険者に特定健康診査の実施が義務付けられたことから、生活保護受給者（無保険者のみ）及び中国残留邦人等に対する支援給付受
給者への健康診査を市が行うこととなり、平成21年度に当該事務が生活福祉課から移管された。

一般会計 衛生費 保健所費 保健事業費 R元予算措置時期

H30年度 R元年度 R2年度

市債

現計予算額 (A)　（単位：千円） 917 1,113 1,302

決算額 (B)　（単位：千円） 1,148 1,234

一般財源 462 477 595

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料：1,177千円
通信運搬費：57千円

委託料：1,206千円
通信運搬費：62千円
印刷製本費：20千円

0 0 0

その他 0 0 0

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金 686 757 707

主な取組み内容

・指定医療機関にて、健康診査を実施
・案内文書を生活福祉３課が送付する「保護のしおり」に同封し、受給者へ全戸配布

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

目標受診者数（130人）より受診者数の実績が上回った

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

流用による増あり

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) -231 -121

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特に無し

R2年度の目標

事業の周知について生活福祉３課と連携し、
受診者の増加を目指す（目標とする受診者
数：130人）。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・指定医療機関で、健康診査を実施
・健診の案内を受給者へ全戸配布
・担当ケースワーカーと連携した周知

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特に無し

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由
健診機会がない生活保護受給者等に健診を提供し、メタボリックシンドローム該当者やその予備軍に保健指導を実施することで、生活習慣病
予防に貢献した。

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない
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部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主査

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

13121 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 10 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

1 2

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 健康支援担当 911-1868

白石 浩人 渡部 将康

金指　巖 中津　淳　 松澤　壽美

事務事業名
（施策コード） 歯科保健事業（子どものための歯科相談）

1-3:自治事務（努力規
定あり）

1:直営

中津　淳　 松澤　壽美

令和元年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 健康支援担当 911-1868

松原　ゆき

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

321

個別プログラム 笑顔を守るプログラム

政策 生涯にわたって安心な暮らしをつくる 重点プロジェクト 誰もが健康で自分らしく「いきいきと暮らせるまちづくり」プロジェクト

施策 健康づくりの推進 主な取り組み 健康寿命の延伸

主な取り組み 予防医療の充実

市長公約 211

誰もが自分らしく、いきいきと暮らせる松山をつくります

取り組みの柱

③小児医療の充実

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 母子保健法第９・１０条、健康増進法第１９条、歯科口腔保健の推進に関する法律第７～１２条

事業の目的
（どのような状態にするか）

【歯っぴーはみがき教室・親子歯みがき教室】　正しい知識や歯みがき技術を習得し、生活習慣の改善や定期的な歯科受診を勧奨することで、むし歯有病者率を低下させる。
【親と子のよい歯のコンクール】　歯や口腔の健康づくりに対する市民の関心を高めるとともにその重要性を広く普及・啓発する。

疾病の早期発見・早期治療
高齢者の外出機会の創出をはじめ、各種健康相談や健診の充実など、全ての世代の健康づくり活動を
推進し、健康寿命の延伸を目指します。

総合戦略 2231

②つながる未来を応援する（少子化対策）

取組み
①小児科医師不足を補うための支援を検討するなど、救急医療に従事する小
児科医師確保のための支援に取り組みます。また、夜間や休日に、小児救急医
療体制が確保されるよう体制維持に取り組みます。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

2:無し②結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の充実

背景
（どのような経緯で開始した

か）

【歯っぴーはみがき教室】　平成10年に本市が保健所政令市に移行したことで、愛媛県が実施していた同事業が移管された。
【親子歯みがき教室】1歳6か月から3歳までの間にむし歯が急増しているため、1歳6か月児健診でむし歯になるリスクが高い児の保護者に対して指導等を行う。
【親と子のよい歯のコンクール】市民の口腔への関心を高めるため、国が実施している「親と子のよい歯のコンクール」を平成１５年度から松山市版「親と子のよい歯のコンクール」として開始し
た。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

【歯っぴーはみがき教室】
　松山市に住民登録のある４歳未満児とその保護者に対し、歯科医師による歯科健康診査、歯科衛生士によるむし歯予防処置（フッ化物塗布）及び歯科保健指導を年間３５回実施
【親子歯みがき教室】
　松山市に住民登録のある歯みがきに不安のある４歳未満児（中島のみ未就学児）及びむし歯ハイリスク児とその保護者に対し、歯科医師による歯科健康診査及び歯科衛生士による個別歯
科保健指導を年間２４回実施
【親と子のよい歯のコンクール】
　３歳児歯科健康診査受診者の中から第２次審査選出基準に基づき対象者を選出し、その中で第２次審査参加申込のあった親子の中から、むし歯がなく規則正しい生活習慣を送っている
児と自らの口腔の健康の保持増進にも継続的に努めている親を選出し、後日表彰式を実施

受益者負担の状況 負担の有無 2:無し
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

歯を失う大きな原因は、むし歯と歯周病であり、歯の喪失を防ぐためには、正しい知識や定期的に歯科健
診を受診することが重要であり、誰でも参加がしやすいよう無料とした。

H30年度 R元年度 R2年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 1,860 2,767 2,011

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

一般会計 衛生費 保健所費 保健事業費 R元 予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 2,603 2,532

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

報償費　歯科医師謝礼1,054千円
賃金　　 歯科衛生士賃金：547千円

報償費　歯科医師謝礼　1,109千円
消耗品費　740千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

「歯科保健事業」として事業統合  38,679千円

その他 75 0 0

一般財源 2,528 2,532 2,011

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

事業参加者の3歳児むし歯有病者率は、3歳児健康診査のむし歯有病者率に比べ、大幅に低い率であ
る。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 乳幼児の口腔ケアに関して不安のある保護者に対し、相談と保健指導を行うことにより、乳幼児の口腔の健康管理につながっている。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) -743 235

主な取組み内容

・歯科健康診査、むし歯予防処置及びその保護者に対する歯科保健指導
・歯みがきに不安のある児及びむし歯ハイリスク児の保護者に対し個別歯科保健指導及び歯科相談
・案内チラシの配付
・親と子のよい歯のコンクール

R2年度の目標

3歳児のむし歯のない者の割合84％を目指
す。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・未就学児に対し歯科健康診査、むし歯予防
処置及びその保護者に対する歯科保健指導
を実施。
・永久歯のむし歯予防を目的にH26.4.2～
H29.4.1生まれの未就学児とその保護者に対
し、歯科健康診査、歯科保健指導及びむし歯
予防処置を実施。
・むし歯ハイリスク児と歯みがき等に不安のある
保護者に対し、個別歯みがき指導及び歯科相
談を実施。
・親と子のよい歯のコンクール

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

・対象を４歳未満児から未就学児に拡大する。
・新たに永久歯のむし歯予防を目的とした教
室を実施する。
・事業休止の間、すくすくサポートにパンフレッ
ト設置
・事業中止の間、すくすくサポートで歯科相談
がある場合の連絡先を案内

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

・1歳6か月児健診から3歳児健診までの間にむし歯が急増している。
・第一大臼歯の萌出時期、かつ永久歯のむし歯が発生しやすくなる時期に永久歯、特に第一大臼歯の重要性や萌出途中のみがき方を保護者や子どもに指導する機会がほとんどない。
・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事業再開の時期が見通せない。
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 800

実績値 達成年度 Ｒ4年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値 86

実績値 達成年度 Ｒ4年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

【活動指標】とは…事業の具体的な活動量（アウトプット／「市」が何をしたか）
【成果指標】とは…事業実施により得られる成果（アウトカム／活動の結果、「市民等」がどうなったか）

目標達成度 指標名 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 最終目標

800 800

422 503 397

活動指標

（3つまで設定可）

事業参加者数（初診）
人

620 620 780

68 81 51

指標の種類 1:単年度での増加を目指す指標

最終目標値の
設定の考え方

【歯っぴ―はみがき教室】
　30人×20回＝600人（松山・南部）        10人×2回=20人（北条）
【夏休み！！歯っぴーはみがき教室】
　13人×2回=26人
【親子歯みがき教室】
　　8人×18回=144人（松山・南部）　　10人×1回=10人（中島）

本指標の設定理由

より多くの人が事業に参加することで、歯と口に関する正しい知識やみ
がき残しのない歯みがき方法の習得につながり、むし歯有病者率を低
下させる。

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

85 86

82 84 84

成果指標

（3つまで設定可）

3歳児のむし歯のない
者の割合

％
80 80 84

103 105 100

指標の種類 1:単年度での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

平成29年度に松山市健康増進計画の目標値が達成されたため、新た
な目標値を設定

本指標の設定理由
松山市健康増進計画のむし歯のない幼児の割合

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

上記指標の実績に対
する評価（達成又は未
達成要因の分析）

活動指標
体調不良や新型コロナウイルス感染症拡大防止のため３月の事業は中止としたことで、参加者数は目標に達していない。しかし、事業に参加したことで、正しい知識
やみがき残しのない歯みがき技術が習得され、また、生活習慣の改善につながり、むし歯有病者率が低下した。

成果指標 保護者へ生活習慣の改善やブラッシング指導を行い周知啓発することにより意識が高まり、むし歯のない者の割合は年々増加傾向である。

上記の指標以外に,指標では表すことができな
い定性的な成果がある場合,その内容

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＢ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主査

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主査

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

13121 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 10 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

1 1

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 健康支援担当 911-1868

白石 浩人 渡部 将康

金指　巖 中津　淳　 松澤　壽美

事務事業名
（施策コード） 歯科保健事業（８０２０すこやか歯科健診）

1-3:自治事務（努力規
定あり）

1:直営

中津　淳　 松澤　壽美

令和元年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 健康支援担当 911-1868

松原　ゆき

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

321

個別プログラム 笑顔を守るプログラム

政策 生涯にわたって安心な暮らしをつくる 重点プロジェクト 誰もが健康で自分らしく「いきいきと暮らせるまちづくり」プロジェクト

施策 健康づくりの推進 主な取り組み 健康寿命の延伸

主な取り組み 予防医療の充実

市長公約 211

誰もが自分らしく、いきいきと暮らせる松山をつくります

取り組みの柱

③小児医療の充実

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 母子保健法第９・１０条、健康増進法第１９条、歯科口腔保健の推進に関する法律第７～１２条

事業の目的
（どのような状態にするか）

歯科保健への意識の高揚を図るとともに、歯周病等の知識を深めることにより、生活習慣病である歯周病を予防し、生涯を通じた口腔の健康管理につなげ、８０２０を目指す。

疾病の早期発見・早期治療
高齢者の外出機会の創出をはじめ、各種健康相談や健診の充実など、全ての世代の健康づくり活動を
推進し、健康寿命の延伸を目指します。

総合戦略 2231

②つながる未来を応援する（少子化対策）

取組み
①小児科医師不足を補うための支援を検討するなど、救急医療に従事する小
児科医師確保のための支援に取り組みます。また、夜間や休日に、小児救急医
療体制が確保されるよう体制維持に取り組みます。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

2:無し②結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の充実

背景
（どのような経緯で開始した

か）

平成１０年に本市が保健所政令市に移行したことで、愛媛県が実施していた「妊婦を対象とした歯科検診事業」が移管された。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

松山市に住民登録のある１８歳以上の方及び未就園児に対し、歯科医師による歯科健康診査及び歯科衛生士による歯科保健指導を実施

受益者負担の状況 負担の有無 2:無し
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

歯を失う大きな原因は、むし歯と歯周病であり、歯の喪失を防ぐためには、正しい知識や定期的に歯科健
診を受診することが重要であり、誰でも参加がしやすいよう無料とした。

H30年度 R元年度 R2年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 939 942 795

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

一般会計 衛生費 保健所費 保健事業費 R元 予算措置時期

290 82 72

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 864 850

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

報償費         歯科医師謝礼：370千円
賃金            歯科衛生士賃金：192千円

報償費　368千円
消耗品費　261千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

「歯科保健事業」として事業統合  38,679千円

その他 0 0 0

一般財源 574 768 723

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

特定健診と同日に開催し、待ち時間にも受診勧奨することで、参加しやすく、また、対象に未就園児を加
えることで、親子で歯科健診を受けることができた。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由
40歳、50歳、60歳、70歳の方を対象とした節目歯周病検診や個別妊婦歯科健康診査対象者以外の市民の方が無料で歯科健康診査や歯科
保健指導を受けることができた。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 75 92

主な取組み内容

歯科健康診査、歯科保健指導、口腔ケア研修会の実施。
チラシや広報等による周知・啓発。

R2年度の目標

参加者数の増加

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

・特定健診と同日に、歯科健康診査及び歯科
保健指導を年１３回実施。
・口腔ケア研修会の実施

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

事業再開までの間、様々な機会を捉えて、歯
と口の健康について啓発

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事業の休止が予想される。
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 286

実績値 達成年度 Ｒ4年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値 70

実績値 達成年度 R4年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

【活動指標】とは…事業の具体的な活動量（アウトプット／「市」が何をしたか）
【成果指標】とは…事業実施により得られる成果（アウトカム／活動の結果、「市民等」がどうなったか）

目標達成度 指標名 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 最終目標

250 260

260 215 238

活動指標

（3つまで設定可）

事業参加者数
人

－ － 230

－ － 104

指標の種類 1:単年度での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

22人×13回＝286人

本指標の設定理由
より多くの人が事業に参加することで、歯と口に関する正しい知識や全
身と歯周病の関連の周知啓発につながる。

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

70 70

70 71 69

成果指標

（3つまで設定可）

60歳代における進行
した歯周炎を有する者
の割合

％
ー ー 71

－ - 103

指標の種類 4:累計での減少を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

年0.5％減少

本指標の設定理由
「国民の健康の増進の総合的な推進を守るための基本的な方針」（厚
労省）の中の口腔の健康に関する目標項目

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

上記指標の実績に対
する評価（達成又は未
達成要因の分析）

活動指標 特定健診実施日と同日開催し、待ち時間に積極的に参加勧奨したことで、参加者数の増加につながり、目標を達成している。

成果指標 歯周病と全身疾患との関連などを啓発することで、歯と口の健康に関する意識の向上につながっている。

上記の指標以外に,指標では表すことができな
い定性的な成果がある場合,その内容

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＢ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 歯科衛生士

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 歯科衛生士

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

13121 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 23 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

1 2

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 健康支援担当 911-1868

白石　浩人 渡部　将康

金指　巖 中津　淳 渡邊　令子

事務事業名
（施策コード） 歯科保健事業（個別妊婦歯科健康診査）

1-3:自治事務（努力規
定あり）

2:委託

中津　淳 渡邊　令子

令和元年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 健康支援担当 911-1868

松原　ゆき

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

321

個別プログラム 笑顔を守るプログラム

政策 生涯にわたって安心な暮らしをつくる 重点プロジェクト 誰もが健康で自分らしく「いきいきと暮らせるまちづくり」プロジェクト

施策 健康づくりの推進 主な取り組み 健康寿命の延伸

主な取り組み 予防医療の充実

市長公約 211

誰もが自分らしく、いきいきと暮らせる松山をつくります

取り組みの柱

③小児医療の充実

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 母子保健法第９，１０条、歯科口腔保健の推進に関する法律第７，８，１０，１１条

事業の目的
（どのような状態にするか）

人が歯を失う大きな原因は、むし歯と歯周病であり、歯周病を予防し、歯の喪失を予防するためには、定期的に歯科健診を受診することが重要である。妊婦に対する歯科健康診査を
実施することにより、妊婦の口腔疾患の減少につながるとともに、妊婦及び家族が口腔ケアの大切さを理解し関心を持つことで、生涯を通じた口腔の健康管理につなげる。

疾病の早期発見・早期治療
高齢者の外出機会の創出をはじめ、各種健康相談や健診の充実など、全ての世代の健康づくり活動を
推進し、健康寿命の延伸を目指します。

総合戦略 2231

②つながる未来を応援する（少子化対策）

取組み
①小児科医師不足を補うための支援を検討するなど、救急医療に従事する小
児科医師確保のための支援に取り組みます。また、夜間や休日に、小児救急医
療体制が確保されるよう体制維持に取り組みます。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

2:無し②結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の充実

背景
（どのような経緯で開始した

か）

妊娠期には、むし歯や歯周病にかかるリスクが高くなると言われている。妊婦歯科健診を実施することにより、妊婦や家族が口腔ケアの大切さを理解し関心を持つことで、生涯を通じた
口腔の健康管理につなげる。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

(対象）妊婦
（内容）出産までの間に1回、市内登録医療機関にて歯科健診と歯科保健指導が受診できる。
　　　　　松山市歯科医師会に委託料を支出。

受益者負担の状況 負担の有無 2:無し
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

一人でも多くの妊婦に歯科健診を受診していただく体制を確保するため、全国の中核市調査で自己負担
を取っているところの受診率が低かったことから無料とした。

H30年度 R元年度 R2年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 8,671 8,675 8,995

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

一般 衛生費 保健所費 保健事業費 R元 予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 7,856 7,948

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料：7,628千円 委託料：8,594千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

歯科保健事業に統合  38,679千円

その他 0 0 0

一般財源 7,856 7,948 8,995

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

令和元年度受診率は、目標値とほぼ同じぐらいであった。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 妊婦及び家族が口腔ケアの大切さを理解し、関心を持つことで胎児とその家族の生涯を通じた口腔の健康管理につなげることができている。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 815 727

主な取組み内容

妊婦が市内登録機関で無料で歯科健康診査を受診できるよう歯科医師会に委託している。
ポスター及びチラシを作成し、市内医療機関に配布し周知啓発に努めている。

R2年度の目標

受診率５１．２％を目指す

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

歯科医師会に健診を委託
ポスター作成、チラシ配布等啓発

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

新型コロナウイルス感染拡大に伴い
受診率の低下が懸念されるため、
何らかの改善策が求められる。

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

新型コロナウイルス感染拡大に伴い受診率の低下が懸念される。
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 400

実績値 達成年度 Ｒ4年度

％ 達成度

目標値 目標値 100

実績値 達成年度 Ｒ4年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値 52.0

実績値 達成年度 Ｒ4年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

【活動指標】とは…事業の具体的な活動量（アウトプット／「市」が何をしたか）
【成果指標】とは…事業実施により得られる成果（アウトカム／活動の結果、「市民等」がどうなったか）

目標達成度 指標名 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 最終目標

400 400

349 353 346

活動指標

（3つまで設定可）

ポスター配布枚数
枚

400 400 400

87 88 87

個別受診勧奨率

100 100

- 100 100

指標の種類 1:単年度での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

関係機関の数

本指標の設定理由
一人でも多くの人に受診していただくため啓発を行う。

指標の種類 5:現状維持を目指す指標（増を良しとする）
最終目標値の
設定の考え方

個別の受診勧奨を全員行う。

本指標の設定理由
妊婦の口腔疾患予防のため、受診勧奨を行う。

- 100 100

％
- 100 100

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

51.2 51.6

46 49 52

成果指標

（3つまで設定可）

受診率
％

50 50 50.8

92 97 101

指標の種類 1:単年度での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

第６次松山市総合計画後期基本計画の指標

本指標の設定理由
第６次松山市総合計画後期基本計画の指標

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

上記指標の実績に対
する評価（達成又は未
達成要因の分析）

活動指標 ポスター作成、チラシ配布等でさらなる受診の啓発。

成果指標 令和元年度受診率は、51．5％で目標値とほぼ同じくらいであったが、さらに周知啓発に努める必要がある。

上記の指標以外に,指標では表すことができな
い定性的な成果がある場合,その内容

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由
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令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＢ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主任

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

13121 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

1:有り 2:無し

平成 25 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

1 2

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 健康支援担当 911-1868

白石　浩人　 渡部　将康

金指　巖 中津　淳 福岡　美貴

事務事業名
（施策コード） 歯科保健事業（節目歯周病検診）

1-3:自治事務（努力規
定あり）

2:委託

中津　淳 福岡　美貴

令和元年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 健康支援担当 911-1868

松原　ゆき

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

321

個別プログラム 笑顔を守るプログラム

政策 生涯にわたって安心な暮らしをつくる 重点プロジェクト 誰もが健康で自分らしく「いきいきと暮らせるまちづくり」プロジェクト

施策 健康づくりの推進 主な取り組み 健康寿命の延伸

主な取り組み 予防医療の充実

市長公約 211

誰もが自分らしく、いきいきと暮らせる松山をつくります

取り組みの柱

③小児医療の充実

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 歯科口腔保健の推進に関する法律第７～１２条、健康増進法第１９条の２

事業の目的
（どのような状態にするか）

歯周病及び歯の喪失を予防し、生涯を通じた口腔の健康管理につなげる。

疾病の早期発見・早期治療
高齢者の外出機会の創出をはじめ、各種健康相談や健診の充実など、全ての世代の健康づくり活動を
推進し、健康寿命の延伸を目指します。

総合戦略 2231

②つながる未来を応援する（少子化対策）

取組み
①小児科医師不足を補うための支援を検討するなど、救急医療に従事する小
児科医師確保のための支援に取り組みます。また、夜間や休日に、小児救急医
療体制が確保されるよう体制維持に取り組みます。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

2:無し②結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の充実

背景
（どのような経緯で開始した

か）

歯周病は、う蝕とともに成人期以降の歯の喪失の主要原因であり、歯周病と糖尿病や心筋梗塞等全身疾患との関連性についても指摘されている。このような中、愛媛県は平成22年に愛媛県
歯と口腔の健康づくり推進条例を、国は歯科口腔保健の推進に関する法律を平成23年にそれぞれ施行した。そこで、定期的に歯科検診を受診し、歯周病の早期発見や早期治療を行い、
歯の喪失を予防し、生涯を通じた口腔の健康管理につなげるために開始した。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

松山市歯科医師会に委託し、4月1日現在で40歳、50歳、60歳、70歳の方を対象に、5月末に無料クーポン券と受診票を郵送し、市内登録医療機関で、歯周病検診と歯科保健指導を実施す
る。松山市歯科医師会へ委託料を支出。

受益者負担の状況 負担の有無 2:無し
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

一人でも多くの市民に受診してもらうため無料とした。

H30年度 R元年度 R2年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 27,919 28,858 29,161

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

一般会計 衛生費 保健所費 保健事業費 R元 予算措置時期

10,532 10,252 11,925

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 25,940 25,749

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

委託料 23,022千円 委託料　26,202千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

歯科保健事業に事業統合   38,679千円

その他 0 0 0

一般財源 15,408 15,497 17,236

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

令和元年度受診率は、目標値とほぼ同程度であった。

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 中核市の中でも受診率は高く、歯周病の早期発見、早期治療につながった。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 1,979 3,109

主な取組み内容

松山市歯科医師会に検診と歯科保健指導を委託し、受診票、クーポン券の発送。また、未受診者受診勧奨はがきの送付。

R2年度の目標

中核市トップの受診率である17%を目指す。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

松山市歯科医師会に検診と歯科保健指導を
委託。
受診票、クーポン券の送付。
未受診者受診勧奨はがきの送付。
ポスター作成、チラシ配付等周知啓発と受診
勧奨。

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

新型コロナウイル感染症の予防のため受診を
控える人が増える予想がされるため、改善策
が必要。

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

新型コロナウイル感染症の予防のため受診を控える人も増える予想のため受診率の低下が見込まれる。
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値 600

実績値 達成年度 R4

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値 17

実績値 達成年度 R4

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

【活動指標】とは…事業の具体的な活動量（アウトプット／「市」が何をしたか）
【成果指標】とは…事業実施により得られる成果（アウトカム／活動の結果、「市民等」がどうなったか）

目標達成度 指標名 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 最終目標

600 600

573 575 572

活動指標

（3つまで設定可）

ポスター配布数
枚

600 600 600

96 96 95

指標の種類 1:単年度での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

関係機関の数

本指標の設定理由
一人でも多くの人に受診していただくため啓発を行う。

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

17 17

16 16 16

成果指標

（3つまで設定可）

受診率
％

17 17 17

94 94 94

指標の種類 1:単年度での増加を目指す指標
最終目標値の
設定の考え方

中核市トップの受診率を目指すため。

本指標の設定理由
受診率の向上により、生涯を通じた口腔の健康管理につながるため。

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

上記指標の実績に対
する評価（達成又は未
達成要因の分析）

活動指標 ポスター作成、チラシ配布等でさらなる受診の啓発。

成果指標 令和元年度受診率は15.2％と目標値に近づいているが、さらに周知啓発に努める必要がある。

上記の指標以外に,指標では表すことができな
い定性的な成果がある場合,その内容

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

45



令和２年度　松山市　事務事業シート　＜シートＢ＞

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主任

部局等名 課等名 連絡先

部等長名 課等長名 ﾘｰﾀﾞｰ名 主幹 担当者名 主任

１．事業概要　【Plan】 ※令和元年度の内容

13121 事業性質 事業区分

基本目標

政策

施策

2:無し 2:無し

昭和 57 ～ 令和 4

２．事業実施に係る資源の投入量　【Do】
予算科目 会計 款 項 目 当初

※決算額（内訳含む。）は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

３．前年度（R元年度）の事業検証・改善　【Check・Action】

→

3 2

評価実施年度 令和2年度 評価対象年度 令和元年度

令和2年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 健康支援担当 911-1868

白石　浩人 渡部　将康

金指　巖 中津　淳 福岡　美貴

事務事業名
（施策コード） 歯科保健事業（松山市歯科医師会歯科保健推進事業補助金） 2:その他 5:補助金・負担金

中津　淳 福岡　美貴

令和元年度
保健福祉部 健康づくり推進課 担当グループ名 健康支援担当 911-1868

松原　ゆき

基本目標 健やかで優しさのあるまち【健康・福祉】

笑顔
プログラム

321

個別プログラム 笑顔を守るプログラム

政策 生涯にわたって安心な暮らしをつくる 重点プロジェクト 誰もが健康で自分らしく「いきいきと暮らせるまちづくり」プロジェクト

施策 健康づくりの推進 主な取り組み 健康寿命の延伸

主な取り組み 予防医療の充実

市長公約 211

誰もが自分らしく、いきいきと暮らせる松山をつくります

取り組みの柱

③小児医療の充実

総合計画の実施計画掲載有無(R元) 重点的取組事業該当有無(R元）

根拠法令,条例,個別計画等 松山市補助金等交付規則

事業の目的
（どのような状態にするか）

松山市歯科医師会が行う事業を支援し、本市の歯科口腔衛生の普及向上、市民の健康づくりの推進を図る。

疾病の早期発見・早期治療
高齢者の外出機会の創出をはじめ、各種健康相談や健診の充実など、全ての世代の健康づくり活動を
推進し、健康寿命の延伸を目指します。

総合戦略 2231

②つながる未来を応援する（少子化対策）

取組み
①小児科医師不足を補うための支援を検討するなど、救急医療に従事する小
児科医師確保のための支援に取り組みます。また、夜間や休日に、小児救急医
療体制が確保されるよう体制維持に取り組みます。

（総合戦略）
未来

プロジェクト
該当有無

2:無し②結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の充実

背景
（どのような経緯で開始した

か）

昭和53年に松山市歯科医師会が設立され、昭和57年より当該団体の運営を支援するために補助事業を開始した。

対象・事業内容
（誰に対して,何をするのか）

松山市歯科医師会に対して松山市歯科医師会が実施する「よい歯でくらす健康相談」・「よい歯でくらす図画・ポスター展」や、本市の「親と子のよい歯のコンクール表彰」への参加協力等事
業の一部を補助金として支出。

受益者負担の状況 負担の有無 3:負担する性質でない
「有り」の場合,基準や金額等
「無し」の場合,その理由

H30年度 R元年度 R2年度

現計予算額 (A)　（単位：千円） 1,600 1,600 1,600

始期・終期（年度） 終期の種別 2:事業の継続・終了の検討時期

一般会計 衛生費 保健所費 保健事業費 R元 予算措置時期

0 0 0

市債 0 0 0

決算額 (B)　（単位：千円） 1,600 1,600

内訳　（単位：千円）
※H30→R元 決算内訳,

R2→予算内訳

国支出金 0 0 0

県支出金

主な経費（単位：千円）
※R元→決算,R2→予算

松山市歯科医師会歯科保健推進事業
　                         　　　　      1,600千円

松山市歯科医師会歯科保健推進事業
　                         　　　　      1,600千円

特記事項（単位：千円）
※繰越,補正,流用,事業統合等

歯科保健事業に事業統合  38,679千円

その他 0 0 0

一般財源 1,600 1,600 1,600

主な取組み内容の
達成度

↑:年度当初目標以上
→:年度当初目標どおり
↓:年度当初目標以下

左記の理由として良かった点,悪
かった点など

評価の対象の性質ではない

施策への貢献度
（目的の達成度を含む）

1:貢献している 左記の理由 専門的な観点から、市民の口腔に関する公衆衛生の向上に寄与することができている。

予算執行残額　（単位：千円） (A)-(B) 0 0

主な取組み内容

松山市歯科医師会が実施する「よい歯でくらす健康相談」・「よい歯でくらす図画・ポスター展」や、本市の「親と子のよい歯のコンクール表彰」への参加協力等、市歯科医師会が実施する事
業の一部1,600千円の補助を実施する。

R2年度の目標

引き続き、当該団体の支援を通じ、歯科口腔
保健の市民意識向上を図る。

R2年度の
主な取組み内容

（予定含む）

歯科医師会の歯科保健事業に補助金を支出
する。

特に環境変化,障害,
課題等解決のため,R2
年度で取り組む改善
策

特に無し

事業の公共性 必要性
1:日常生活に不可欠（必需）
2:日常生活に不可欠ではない（選択）
3:どちらにも該当しない

公益性
1:より多くの市民に提供（共同型）
2:特定の個人・団体等に提供（個人型）
3:どちらにも該当しない

R元年度終了までに把
握している環境の変
化,障害,課題となって
いる事項

特に無し
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＜業績の分析＞
単位 区分

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

目標値 目標値

実績値 達成年度

％ 達成度

【活動指標】とは…事業の具体的な活動量（アウトプット／「市」が何をしたか）
【成果指標】とは…事業実施により得られる成果（アウトカム／活動の結果、「市民等」がどうなったか）

目標達成度 指標名 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 最終目標

活動指標

（3つまで設定可）

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

成果指標

（3つまで設定可）

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由

上記指標の実績に対
する評価（達成又は未
達成要因の分析）

活動指標

成果指標

上記の指標以外に,指標では表すことができな
い定性的な成果がある場合,その内容

指標の種類
最終目標値の
設定の考え方本指標の設定理由
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